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「ロータリーに入会して」
横田勇起 会員
皆さんこんにちは。２月に新
しく入会させて頂いた群馬銀
行松戸 支 店 支 店長の横田で
す。まずは今回歴史ある松戸
ロータリークラブに入会させて
頂いたことに厚く御礼申し上げ
ます。また、入会にあたってご
推薦いただいた杉浦様、待山
様には深く感謝申し上げます。
さて、自分はまだロータリーに
入会して１ヶ月しか経っておりませんが、受付をやら
してもらいながら皆様に覚えていただこうと頑張って
います。ただ、たぶんまだ皆様にはなかなか覚えて
いただけてないと思いますので、今日は自己紹介と
自分の会社の群馬の話を中心にお話をさせていただ
きたいと思います。
まずは自分の生い立ちよりお話いたします。
自分は昭和42年３月に群馬の高崎で生まれました。
見た目はよく老けて見られますが、年齢はまだ45歳
になったばかりです。小学校、中学校と地元の学校
に通い高校は群馬県立高崎高校に入学しました。高
崎高校は卒業生に福田赳夫元総理、中曽根康弘元
総理など２名の総理大臣を輩出するなど群馬では一
応名門進学校をして名が通っています。
「文武両道」
を掲げスポーツも盛んな高校でしたので、自分も高
校時代はラグビー部に所属し、勉強もろくにせずに
毎日ラグビーに明け暮れていました。そして３年の時
は県大会で優勝し、野球の甲子園である花園全国
大会に出場することができました。全国大会では２
回戦で第一シードの高校と当たってしまったため敗
退してしまいましたが、この高校時代での部活での
経験「毎日の厳しい練習に耐え、目標に向かって努
力し続けたことで全国大会出場という目標を達成で
きた」は今でも仕事上で精神的な強さとして生かされ
ていると思います。
また余談ですが自分の母校である高崎高校は、
偶然ですが今日から開催される春の選抜甲子園に
約30年振りに出場することとなりました。残念ながら
自分は仕事の都合で甲子園まで応援に行く事はでき
ないのですが、テレビでしっかり応援したいと思って
おります。
次に大学は、ラグビーを１月までやっていたことも
あり（言い訳ですが）一浪の後、青山学院大学経
済学部に入学しました。青山学院といっても自分の
時代は１・２年の時はキャンパスが神奈川県の厚木
にあり、学校に行くのは厚木駅よりバスで山の中ま
で行くという環境でしたので群馬の田舎から出てき
て都会生活に憧れていた自分にとって少し残念な気
がしていたものでした。大学時代もやはりラグビーを
やっていましたが、今度はサークルだったため若干

スポーツを楽しむ余裕もあり、多くの友人たちと親
交を深め大学生活をエンジョイしていました。
このような楽しい大学生活もあっという間に終わ
り、大学卒業と同時の平成２年４月に現在の勤務先
である群馬銀行に入社しました。学生時代より将来
銀行マンになりたいと強く思っていたというより、地
元の企業に就職したいということが一番の動機でし
た。最初の配属は群馬県内の店で、仕事を覚える
のに精一杯だったので無我夢中で時間が過ぎていく
毎日でした。ただ自分が会社に入ってから２・３年
後には銀行のラグビー部が発足することとなり、発
足と同時に入部し仕事の休みの土日にはストレスを
発散することができました。ただこのラグビー部は
結構本格的で群馬県の社会人リーグに所属していた
ため、試合も頻繁にあり、よく怪我をして、その結
果松葉杖をつきながら外回りをしたこともありまし
た。今ではさすがに肉体的にラグビーはできません
が部の飲み会だけは毎年参加しています。このよう
にラグビーの話ばかりしていると「ラグビーで会社に
入ったのか？」と思われるかもしれませんが、ちゃん
と通常入社だったことを一応申し上げておきます。そ
の後高崎、太田等県内の支店や埼玉の浦和、法人
部など本部も経験しながら平成21年10月に初支店長
として埼玉県の熊谷市にある妻沼支店に異動になり
ました。最初のころは実績をあげるのに精一杯で
様々な面で余裕もなかったと思います。その後だん
だん憤れてきて支店の運営、人材育成等も少しはわ
かってきたところで、平成23年７月に現在の松戸支
店を開設するため開設準備委員長として初めて松戸
に来た次第でございます。
そして去年の10月に群馬銀行松戸支店を千葉県
内で初めての支店としてオープンしました。その際に
は杉浦様にもテープカットをして頂きまして大変あり
がとうございました。私自身はこのように松戸市に深
く関わることになったわけですが、住まいも単身赴
任で松戸駅近くの借上マンションに一人暮らしをして
います。自分で料理を作ることもないので毎晩どこ
かの店で飲みながら夕食を済ましているので町並み
にもとっても愛着がわいてきています。ただし健康上
ちょっと不安なので、少しは江戸川沿いを走ろうとラ
ンニングシューズを購入したのですが、寒い季節の
せいかまだ一度も使われることがなく玄関において
あるのは今でも反省し続けているところです。ただ
週末は毎週群馬に帰って月に４回程度はゴルフに
行っていますので「ゴルフで歩くのも健康にはすごく
い良いことなんだ」と自分と家族をひそかに納得さ
せています。家族の話が出ましたので自己紹介です
ので一応家族構成もお話しておきますと、妻に子供
が小、中、高校と３人おります。また家族も私自身
単身赴任が４回目ということもあり慣れたもので週
末だけ帰ってくる父親と丁度いいバランス関係が出
来上がっております。
今までづらづらと自分の自己紹介をしてまいりまし
たが、ここで会社および群馬の話を少しさせて頂き
たいと思います。群馬銀行が松戸に支店を開設して
以来「なぜ千葉、なぜ松戸、なぜ群馬銀行が出店
したの？」とよく聞かれることがあります。その理由
としては一番大きいのはやはり群馬と千葉のマーケッ
トの違いだと思います。ご存知のように当行は群馬
が地盤の銀行です。群馬の人口が200万人でシェア
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も既に高水準にある中、数字を継続して伸ばしてし
ていくのはなかなか困難なことです。その点千葉県
には約618万人の人口があり松戸市だけでも約48万
人、周辺の市の人口を合わせると群馬の人口を軽く
超えます。もちろん当会員にも金融機関の方がいらっ
しゃいますが、優良な銀行が多数あり競合は大変厳
しいです。ただそのような中においても、群馬の銀
行ではありますが、出店してきたからには地元の銀
行のつもりで他の金融機関と協力しながら地域の発
展に貢献していきたいと考えております。また当行は
ここ10年ほど首都圏を中心に有望マーケットヘの新
規出店を進めてきており、すでに埼玉には23店舗、
東京には６店舗支店がございます。この松戸近隣で
は上野、越谷に支店があり、面の拡大を図っていく
戦略の中で干葉県西部の中心都市である松戸に支
店を出すことに決めた次第です。
次にせっかくですので群馬の話を少しさせていた
だきます。群馬の面 積は6,363㎢と全国で21番目、
人口は200万人で20番目とどちらも中間のあたりで
す。ちなみに千葉県は皆様ご存知だと思いますが、
面積は5,156㎢で全国28番目、人ロは618万で全国６
番目です。また群馬県の形はちょっとユニークな形
をしています。群馬県人は皆知ってることなんですが、
実は鶴が舞っている形をしています。今度日本地図
を見る機会がありましたら是非とも見てみてください。
「なるほど」と思っていただけると思います。
また群馬はあるアンケートによると日本の都道府
県の中で知名度は最下位とのことでした。たとえば
草津温泉は知っているけど、そこがどこにあるかと
いうと案外「新潟、長野？」と思われている方も全
国的には多いようです。そこで少しでも群馬のことを
知っていただけるよう「群馬はここが有名」という事
をいくつかご紹介していきます。
まず政治の面でお話しますと、現在の野田総理は
千葉県出身ですが、実は群馬県では意外に多くの
総理大臣が出ています。先ほどお話した福田赳夫元
総理、中曽根康弘元総理のほか、小渕恵三元総理、

福田康夫元総理と合計４人の総理大臣が出ておりま
して国会議員の人数から考えるととても多い数です。
次に経済の面です。
農業は盛んな県でしてこんにゃ
く、キャベツが出荷高全国１位と有名です。工業は
群馬は意外に製造業の比率が高く、特に輸送用機
器、冷凍関連機器、パチンコ関連機器など製造業
者が多くあります。また全国展開を図っている流通
業者もいくつかございます。
交通面では新幹線、高速道路等遠方に行く手段
の交通網は整備されていますが、県内での鉄道網
は少なく、群馬県では移動手段は多くが車を利用し
ます。おかげで免許取得率、自動車１台あたりの人
口は全国で１番です。群馬では一家に一台というより
も一人に一台というのが当たり前になっています。
観光、レジャーの面ではやはり群馬は温泉が有名
です。草津、伊香保、水上などが全国的には有名
ですがそれ以外にも多数の温泉地があります。私も
よく休日気軽に日帰りで温泉に行ってゆっくりするな
どとっても身近な存在です。またゴルフ場も多くあり、
しかもプレイ代もとってもリーズナブルです。あまり名
門のコースはありませんが、温泉とゴルフをセットで
楽しむのもなかなか良いものです。
ざっと群馬についてお話ししてきましたが、今まで
皆様もあまり群馬との関わりは少なかった方が多い
と思います。今後これを機会に是非ともお仲間、ご
家族と群馬に行ってみてはいかがでしようか？ご希望
であれば宿などはご紹介いたします。
最後になりますが、まだまだ自分は勉強不足もあ
り「職業奉仕」などをどう職場内で実践していける
かまだまだ試行錯誤の状態であります。ただし「四
つのテスト」を基本として物事を判断していけば間
違うことは少ないだろうと心に決め、今後とも精進し
ていきたいと思っておりますので皆様におかれまして
は是非ともご指導等よろしくお願いいたします。また
早く皆様と懇意になれることも当面の望みでもござい
ますので合わせてお願いしたいと思います。
長い時間ご清聴ありがとうございました。
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拶
常盤映彦 会長

こんにちは。
ようやく坂川の河津桜も７分
咲きになってきました。この辺
のソメイヨシノの開花予想は３
月31日のようですが、１週間近
くは遅れる感じです。
さて、台湾の天和ロータリー
クラブの５周年の報告させてい

ただきます。
姉妹クラブ締結に際し、御尽力頂いた、杉浦さん
や加藤さん、当時の草野元会長等、公務などで御
参加が叶いませんでしたが、12名で行ってまいりま

2012年3月21日

した。
初日は、台南に移動して、圡屋さんらの人脈による、
水利組合の方々により豪華中華料理の招宴がござい
ました。
カンペイ、カンペイで交流を深めました。
翌日は、八田與一さんの作った鳥山頭ダムに参り
まして、圡屋さん寄贈の桜、伊原さん寄贈の灯篭が
あります八田與一夫妻の墓所、記念館などを回って
新幹線にて、台北へまいり、いよいよ５周年記念祝
賀会の幕開けになります。
地区のガバナー、PG、親クラブの会長など、来賓
のあいさつの後、田原会員に通訳をお願いして圡屋
PG（創立時のRI代理）私が義捐金のお札、祝辞を
申し上げました。
祝宴は芸人歌手が呼ばれて、会長の娘さんや会員
のダンスなど非常に賑やかなもので、点鐘から閉会
まで３時間半ほどになりました。
翌日はさらに、会長の朝食会まで用意されており、
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非常に歓待され日本人に対する好意を感じましたの
で、天和ロータリークラブとの正式な交流は五年後
となりますが、その間にも台湾に行った際にはメイ
キャップなさると好いと思います。又、機会を作って
台南の鳥山頭ダム、八田與一記念館には一度行って
みる事を勧めます。
ロータリークラブのみならず今後も、日本と台湾の
友好関係は是非より深めてまいるべきものであるな
と思いながら帰ってまいりした。
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１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①先週末、天和RC５周年例
会へ会員11名にて参加され
ました。お疲れ様でした。
２．外部からの会議・連絡事
項等の案内
①
「第１回全国インターアクト研究会開催のご
案内」が届いております。6月2日㈯～ 3日㈰、
神戸女子大学、神戸ポートピアホテルにて開
催されます。
３．他クラブ会報・その他
特にありません。

その他
特にありません。

告
島村俊充 会員
劉薇 様

米山奨学生

お陰様をもちまして博士課程を修得する事がで
きました。ありがとうございました。
これからも日本でガンバリたいと思います。
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会員52名
出席44名
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［欠席者］

田中 忠行君
中田智次郎君

例会変更の連絡
・松戸中央ＲＣ
３月29日㈭は夜間移動例会（観桜会）に変更
点鐘 18：00
場所 韻松亭
４月５日㈭は移動例会（30周年記念式典）に
変更
点鐘 14：00
場所 聖徳大学 10号館
４月12日㈭は定款第６条第１節により休会
・柏東ＲＣ
３月29日㈭は観桜例会に変更
点鐘 18：30
場所 宝来館
４月12日㈭は第10分区合同例会及び親睦ゴル
フ大会に変更
点鐘 18：00
場所 ザ・クレストホテル柏
・柏西ＲＣ
３月30日㈮は定款第６条第１節により休会
４月６日㈮は移動例会に変更（職場見学及び
家族親睦旅行）
４月13日㈮は４月12日㈭の第10分区合同例会
に振替
・柏ＲＣ
４月11日㈬は４月12日㈭の第10分区合同例会
に振替
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義務会員43名
義務会員38名
義務会員５名
  島村
  飛田

免除会員９名
免除会員６名
免除会員３名

善行君
勤君

  川並

  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）
  天和ＲＣ（台湾）

本日出席率
先々週出席率修正

［お客様］

報

芳純君

３月17日
３月17日
３月17日
３月17日
３月17日
３月17日
３月17日

89.80％
89.80％→91.84％

  松戸東ＲＣ
  松戸西ＲＣ
  松戸西ＲＣ
  柏ＲＣ
  米山奨学生

ニコニコ BOX
ニコニコ BOX 当日￥
財

団 BOX 当日￥

0

累計￥ 913,000

3,365

累計￥ 112,145
文責／橋口

− ４ −

