
プログラム
点鍾（12:30）／ロータリーソング（それでこそロータ
リー・四つのテスト）／ビジター・お客様紹介／卓話講師紹
介／会長の時間／幹事報告／委員長報告／ニコニコボッ
クス／出席報告／卓話／点鍾（13:30）（司会：島村SAA）

＜卓話講師紹介＞
　石﨑篤史会員、洞井信彦会員

会長の時間
2022-23年度 会長　石井成人

　  皆さんこんにちは、今日は 11 月 15
日、七五三です。川越市内の神社、仏
閣では着飾った多くのご家族のお参り
で賑わっていることと思われます。
　さて、川越の街のあちこちには、ロー
タリークラブで 1987 年から 1993 年に
旧町名の記念碑を（9 基）建立してい
ます。近年、川越市への観光が脚光を

浴び、コロナの中でも多くの観光客が訪れています。自
動車のナンバープレートを見ますと東京をはじめ神奈川
や千葉、栃木など、関東は無論、東北地方や名古屋ナンバー
などの車も見られます。　遠く四国や関西からの観光客
も訪れています。　また、外国の人も少しずつ増加して
いるようにおもわれます。
　川越は東京から 30 キロ余り、安近短の絶好の立地条件
にあります。「蔵造りの街並み」は 1999 年に国の重要伝
統的建造物群保存地区に選定され、「川越氷川祭りの山車
行事」は 2005 年に国の重要無形民俗文化財に指定され、
更に 2016 年にはユネスコ無形文化遺産に登録されていま
す。
　そこで考えたのですが、今ある記念碑や川越市や観光
協会が設置した色々な案内板等を合わせて整備し、スマ
ホのQRコードを活用して様々な観光の説明や関連する
場所や歴史の説明も行い、併せて旧町名などすべてを回っ
たら記念品を差し上げるなどしたら楽しいのではないか
と思っています。旧町名ツアーや、古地図探検ツアー、
重要文化財ツアー、古墳ツアーなど、新たな観光の発掘
を考えてみるのも面白いのではないでしょうか。
　これは、いちロータリークラブだけではなかなか難し
いことですので、川越市や観光協会とも協力をお願いし
て、川越の観光事業に奉仕できればと思います。

● 本日、イニシエイションスピーチを担当させて頂きま
す。宜しくお願い致します。〈石﨑、洞井〉
● 家族親睦ゴルフで運良くイーグルが取れニコニコして
いたら、前の組の馬場弘大先輩に打ち込んでいた事が
分かりニコニコできなくなりました。せめてものお詫
びとしてニコニコさせていただきます。〈洞井〉
● すっかり忘れていた結婚記念日にお酒ありがとう。〈鈴
木（壮）〉
●  11 月 9 日結婚記念日でした。お酒を送っていただきあ
りがとうございます。〈神谷〉

● 誕生日祝いありがとうございます。〈永島〉
● 本日、ネクタイを忘れました。すみません。事務局に
借りました。次回より気をつけます。〈相原〉
● 早退 1名（敬称略） 合計 48,000 円

卓話
石﨑篤史会員

　私は昨年 6月の人事異動で川越支店に
着任しまして、川越ロータリークラブに
は 10 月に入会させて頂き、1 年 1 か月
経ちました。そもそも、私ども埼玉縣信
用金庫が川越ロータリークラブへ入会さ
せて頂いたのは、2017 年 5 月で、今年
で入会 6年目となります。

　ちなみに私自身ロータリークラブでの活動は、この川
越ロータリークラブが初めてでありまして、入会した翌
月の 11 月には「創立 70 周年記念式典」が盛大に開催さ
れ、式典の規模の大きさに圧倒されたということで印象
に残っております。
　それ以降も例会や各種イベントなどに出席していく中
で、徐々にではありますがロータリークラブの活動が少
しずつ理解できているような気がします。
　それでは、最初に埼玉縣信用金庫の話しをさせていた
だきます。私ども埼玉縣信用金庫は、昭和 23 年に事業を
開始しまして、おかげさまで平成 30 年に創立 70 周年を
迎えることができました。現在 74 年目となります。
　その間に大きな出来事としまして、もう 20 年以上前に
なりますが平成 13 年 1 月に小川信用金庫を事業譲渡とい
う形で譲受けました。譲受け後の川越市内の店舗は川越
支店、川越南、川越西、新河岸、霞ヶ関、南古谷と 6店
舗となりました。
　さいたま市は別として、1市内に 6 店舗あるのは本店
所在地である熊谷市と川越市のみでありまして金庫の中
でも最大の店舗数となっております。
　あとトピックスとしまして昨年度から「エリア制」を
導入しました。エリア制とは、埼玉県を東西南北 4つの
エリアに分けまして、各エリアの主要店舗を熊谷の本店
営業部・浦和支店・川越支店・草加支店に置き、エリア
毎に特色を活かした戦略を策定して営業展開していくと
いうことでスタートしました。
　ちなみに私が管轄する西部エリアは、川越・坂戸・鶴ヶ
島・入間・狭山・所沢・富士見・ふじみ野・三芳・朝霞・
新座と 11 市町村で 18 店舗であります。エリア長の役割
の 1つに、市役所など地公体ですとか商工団体に訪問し
て私どもの取組状況を説明したり、地域情報を交換した
り、あとは傘下の支店長の人事考課とかカウンセリング
をしたり、そんな役割も担っております。
　平成 2年頃の当金庫の預金金利は、1年定期が 6%前半
でしたので例えば 1千万円を 1年定期で預ければ利息は
税引き後でも 50 万円弱がつく計算になります。普通預金

は 2%前半でしたので残高が 1千万円だと税引き後で年
間 17 万円弱つくことになります。
　現在の預金金利では、1年定期の利率が 0.002% なので
同じ 1千万円預けても税引き前で 200 円、普通預金にい
たっては税引き前で 100 円とその時では考えられない金
利となっております。
　その後、徐々にですけど金利は低下傾向にありました。
例えば平成 4年頃、今から 30 年前は 1年定期の利率が先
程の 6%前半から 4%後半に下がりましたが、一方で住
宅ローン金利は固定金利で 6%後半、変動金利でも 6%で、
現在私どもの住宅ローンの最優遇金利と比べると今の 10
倍以上の金利水準で当時の金利負担は相当だったと思い
ます。
　そうなると事業資金では融資の種類や期間によって違
いますので一概にはいえませんが、おそらく 7%を超え
ていたのではないかと思います。おそらくというのは、
当時のデータが残っていませんでしたので、そう表現さ
せていただきますが…。
　そのような金利情勢の中で、当時は預金を集めて貸出
金などで運用するというビジネスモデルが主流でしたが、
現在では金利の変動とともにビジネスモデルも大きく様
変わりしている状況でありまして、今後も金利の動きは
30 年前の金利まで、すぐに上がることはないと思います
が、気になるところではあります。
　最後になりますが、川越ロータリークラブの今年度の
テーマ「繋げよう　ロータリーの和」が実現できますよ
う微力ながらも貢献させて頂きたいと考えておりますの
で、今後ともご指導の程よろしくお願いします。
洞井信彦会員

私が勤務しております、住友生命につ
いてご紹介をさせていただきます。
　当社では、パーパス（存在意義）「社
会公共の福祉に貢献する」、ミッション
（果たすべき使命）・豊かで明るい健康長
寿社会の実現に貢献する・持続可能な社
会の実現に貢献し、持続的に成長する・

一人ひとりのよりよく生きる（ウェルビーイング）に貢
献する、といったことを掲げております。
　2018 年に「一人ひとりのよりよく生きる=ウェルビー
イング」を支える中核商品（商品名は割愛）を発売しま
した。この商品は南アフリカ発祥の健康増進プログラム
を付帯した画期的な保険サービスで、世界 36 の国と地域
で約 2,710 万人が加入しております。
　平均寿命と健康寿命の差を埋めることが社会的な課題
となっており、この差を埋めることを目指しており、従
来の生命保険に健康状態を把握したり、改善したり、特
典を楽しむプログラムを付加しております。
　会員さまには、①意識が変わったり、②行動が変わっ
たりと、数字面で変化が見てとれます。またそれにより、
血圧が下がった等の③結果が出ております。また、入院率、
死亡率が低いのも特徴と言えます。当社は「お客さま」「国、
社会」「当社」で三者総繁栄を目指しております。
　川越市の健康に関する現状ですが、ぴんぴんきらり～
健康寿命 日本一を目指します～といったスローガンを掲
げております。
　埼玉県内 63 市町村中の川越市の健康寿命は男性が 39
位、女性が 50 位となっております。少しでも
川越市の健康にお役にたちたいと思っており
ます。

　せっかく、先輩メンバーが製作したものを、もう一度
見直す良い機会かと思います。
　次回は川越市政施行 100 周年記念例会として、11 月 27
日の小江戸川越ハ - フマラソンにゲストランナーとして、
ご参加いただくマラソン・マスターズ世界記録保持者の
「弓削田眞理子」さん（川越女子高勤務：2時間 52 分 13 秒）
を、2日後の 29 日の例会にお越しいただきます。

幹事報告
2022-23年度 幹事　野溝 守

　次週は休会となりますのでよろしく
お願いします。本日の配布物は会報、
ハイライト米山 272 となります。ご一
読をお願いします。後ほどご説明ある
かと思いますが、11 月 27 日（日）は小
江戸川越ハーフマラソンが開催されま
す。ご都合のつく方はご参加の程よろ
しくお願いします。

委員長報告
・親睦委員会　11 月のお祝い
・ 次々週（11/29）卓話　出席委員会　青柳委員長、佐藤
副委員長
　次々週の卓話は、11 月 27 日に小江戸川越ハーフマラ
ソンにゲストランナーとしてご参加いただく、弓削田眞
理子さんにお願いしております。弓削田さんは現在川越
市内の高校に勤務しており、先日ご挨拶に勤務先の高校
にお伺いしてきました。
　27 日にマラソンで走った後、僅か 2日後の卓話である
にも関わらず、快く卓話を引き受けて下さいました。当
日は楽しいお話をお聞きできるのではないかと思ってお
ります。みなさまの出席をお待ちしております。

ニコニコボックス
● 石﨑篤史会員、洞井信彦会員、本日のイニシエイショ
ンスピーチよろしくお願い致します。〈会長、幹事>
● 良くは解りませんがニコニコ賞、只々ありがたく拝領
致します。〈石井照典（元会員）〉
● 石﨑さん、洞井さん卓話楽しみにしています。クラブ
ライフを楽しんで下さい。〈西澤、小杉、小川、佐藤（文）、
八木、栗原、水村、小髙、山田（哲）、片山、西川、落
合、坂口、久保田、柏倉、齊藤（智）、上原、須賀、住
谷、山本、金剛、小城、山﨑、岩堀〉

2022年11月15日 第3408回例会

会員数 102 名 免除出席者 ４名 正会員出席者 57 名 出席者 61 名 早退 １名 出席率 61.0％
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