
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 65 代  会長 ／ 大小原 徹   幹事 ／ 藤田 浩二 
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■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 

NO.5        第 3123 例会    ２０１８年  ８月 １日    天候 晴れ 

 

国歌「君が代」 

ロータリーソング「 我等の生業 」 

四つのテスト  吉野 貴美 会員 

 

≪ゲスト≪ゲスト≪ゲスト≪ゲスト・・・・ビジターの紹介≫ビジターの紹介≫ビジターの紹介≫ビジターの紹介≫    

  ゲスト：毛利 英昭 様（新会員候補） 

             （紹介者：大小原 会長） 

      沼 彩加 さん 

（2017-18 年度青少年交換派遣学生/アメリカ） 

         （紹介者：椋梨 カウンセラー） 

      沼 りえ 様（沼さんのお母様/川崎 RC） 

          （紹介者：椋梨 カウンセラー） 

 

≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫≪入会式≫    

  國分 孝夫 様  （紹介者：泉 信子 会員） 

   株式会社ジェイコム湘南 

   代表取締役社長 

 

 

 

 

 

 

 國分 新会員  

以前、東京練馬西 RC にいらっしゃいました 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・7 月 25 日、夜間例会へのご参加ありがとうござい

ました。鈴木、笛田両親睦委員、司会お疲れ様で

した。大変盛会となりました。 

 ・スマイボックスについて  

  ロータリーの基礎知識をこれからも学んでお知

らせいたします。

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

７月１８日 ４４（４４）名 ３０名 １４名 ６８．１８％ １名 ３１名 ７０．４５％ 

８月１日 ４３(４３)名 ３６名 ７名 ８３．７２％ 
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≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・テーブルの上のお菓子、沼さんよりいただきまし

た。ありがとうございます。 

 ・例会後、理事役員会を開催いたします。理事役員

の方、御出席をお願いします。 

 ・例会前に会員選考委員会が開催され、毛利英昭様

が選考を通過されました。 

 

≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫≪委員会報告≫    

    ・椋梨 地区青少年委員 

  7月29日に沼 彩加さんが派遣先のアメリカより

帰国しました。後日、報告会を卓話でお話しても

らいますので、よろしくお願いいたします。 

  7月31日に阿部 浩太郎君がブラジルに出発しま

した。 

  8月4日に2019年度の青少年交換学生の説明会が 

  あります。お近くでご興味のある方がいらっしゃ

いましたら、お知らせ下さい。 

  また、ご案内しておりますカジャン RC訪問の参

加締め切りが本日です。現在、大小原会長を訪問

団超として、8名の申込があります。参加希望の

方いらっしゃいましたら、お声掛け下さい。 

 ・小河 親睦委員長 

  8 月 21 日（火）江の島納涼花火家族会並びに 3 ク

ラブ合同例会のご案内をお送りしています。ご家

族そろってご出席下さい。 

  

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

  会員誕生日 8月 2日  反田 純正 会員 

 

本日は、お誕生日とイニシエーションスピーチで、 

反田会員 Day です。 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

  大小原 徹 会長 

   國分さん 入会おめでとうございます。 

   毛利さん 入会選考委員会お疲れ様でした。 

   沼さん お帰りなさい。 

   反田さん イニシエーションスピーチ頑張っ

て下さい。楽しみです。 

  泉 信子 会員 

   國分様ご入会おめでとうございます。 

   反田様スピーチたのしみにして居ります。 

  田中 正明 会員 

   反田さん、本日の卓話楽しみにしています。 

  椋梨 兼彰 会員 

   彩加ちゃん お帰りなさい。 

   お母様 ようこそ。 

   毛利様 よろしくお願いします。 

   反田さん イニシエーションスピーチよろし

くお願いします。 

  金子 美雄 会員 

   久しぶりの出席です。 

   これから なるべく出席します。 

  川上 彰久 会員 

   沼さん お帰りなさい!! 

   毛利さん よろしくお願いいたします！ 

  藤田 浩二 会員 

   沼さん 毛利さん ようここ!! 

   國分さん 宜しくお願いします。 

   反田さん 楽しみにしています。 

  小河 静雄 会員 

   反田さん イニシエーションスピーチ楽しみ

にしています。 

  星谷 けい子 会員 

   今年は暑さが厳しく、夏の暑さを吹き飛ばす 

   反田さんスピーチお願い致します。楽しみです。 

  宇野 美代子 会員 

   私も想でした。 

ドキドキイニシエーションスピーチ!!とても

楽しみです。 

  反田 純正 会員 

   お誕生日のお祝い有難うございます。 

   今日は、イニシエーションスピーチやらせて頂

きます。どうぞ宜しくお願いします。 

 



≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』『イニシエーションスピーチ』    

みずほ銀行みずほ銀行みずほ銀行みずほ銀行    藤沢支店藤沢支店藤沢支店藤沢支店    支店長支店長支店長支店長    

反反反反    田田田田        純純純純    正正正正        会員会員会員会員    

 

1968 年 8月 2日、京都府相楽郡（現 木津川市）ご出

身。京都南部の奈良に近く、かつて恭仁京がおかれた

地。今もご実家には、両親が 2 人でお暮らしている。 

 

 

 

お食初めや、初節句の写真をご披露。 

お父様も銀行員で小学生のころから、お父様の転勤に

付いて生活を送られ、転校生の気持ちを何度も味わう

こととなる。そのため周囲の様子をよく観察すること

が多かった。中学生の頃は、父親の転勤による環境の

変化を恨めしく思うこともあったが、新しい環境にな

じむよう努力していた。 

関西学院大学に進学。大学のスクールモットーである、 

“Master For Service”（奉仕のための練達）はロー

タリーの精神に通ずるところがある。学生時代は、ベ

ースギターを担当しバンド活動をしていた。 

父親の後を継ぐように銀行に入行した。最初の 10年

程は、本当によく働いた時代であった。そんな中で、

金融危機を経験し、2001 年 9月 11 日に起こったニュ

ーヨーク同時多発テロでは、多くの仲間を失った。今

も忘れることのできない出来事である。 

2002 年、統合によりみずほ銀行の統合。システム障害

など様々なことがあり、モチベーションを保つのに大

変な思いをした時期であった。社内融和、人材交流の

ため、大阪の支店に配属となったが、その時の気持ち

は、小中学生の頃味わった転校生と同じであった。 

周りを観察し、社内融和に務め、仕事をまわしていか

なくてはいけないと考えていた。その頃、雑誌「プレ

ジデント」に掲載され、社内融和、人事交流をアピー

ルする機会となった。8年間いた部署は、業績推進、

人事等、本支店間の業務を良好な関係、円滑にするこ

とだった。周囲に方々と良好な関係を築き、バランス

を取りながら組織の最適化を図るにはどうしたらよ

いかを考えてきた。昨年勤続 25 年の表彰していただ

いた。皆様のおかげ、父親の転勤生活に培われたおか

げと思い、今では父親に大変感謝している。 

4 月より藤沢支店を任されて、行員スタッフ 120 名と

働いている。お客様に恵まれ、行員スタッフも気持ち

のよい者ばかり。地域の行事にも支店として、積極的

に参加し、和気藹々と楽しませていただいている。 

家族は、妻と高校生の息子、大学生の娘がいる。家族

の頑張りがあっての仕事の支えだと思っている。 

藤沢 RC に入会して 3 ヶ月、皆様すばらしい方々との

出会いを通じて、これから素敵な思い出を作っていき

たいと思っている。 



 

沼さん お帰りなさい!! 

 

 

青少年交換学生の勲章!! 

バッチだらけのジャケット 

お話の続き、後日、帰国報告会をお願い致しました。 

お待ちしています!! 

アメリカのお菓子と観光名所の写真（最終ページ参照）

をいただきました。 

 

 

岩崎会員初めてのスマイル報告 

 

毛利様、会員選考のご面談お疲れ様でした。 

 

 

泉会員 國分新会員のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 



 

沼さんよりいただきましたアメリカ西部の観光名所の写真 

 


