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NO.4    第 3236例会    ２０２１年   １０月   ６日    天候 晴れ時々曇り 

 

国家「君が代」 

ロータリーソング「我らの生業」 

「四つのテスト」  吉川 栄紀 会長 

 

≪ZOOM 出席者≫ 

   新堀 きよみ 会員 

   毛利 英昭 会員 

   和田 秀昭 会員 

 

≪会長報告≫ 

 ・緊急事態宣言が発令され、2 カ月間休会となりま

した。もう秋となりましたが、まだ昼間の暑い

事。朝晩は涼しいので、寒暖差にお気を付け句

ださい。事業所で使っているハイエースを修理

に出し軽自動車に乗っています。ほとんど軽に

乗ってことがなかったので、ワクワクしながら

載っていますが、体が大きいので狭く感じま

す。 

  今日は、お祝い事が多いののこのあたりにしま

す。 

 

 

≪幹事報告≫ 

 ・例会再開いたしました。よろしくお願い致しま 

  す。本日は、例会後、理事役員会を開催致しま 

  す。理事役員の方は、ご出席をお願いします。 

 ・先週、ロータリー奨学生の応募がありました。 

  会長幹事、椋梨 AG、川上 R 財団・米山委員長 

  で面談し、理事役員会の了承を経て、藤沢 RC 

  の推薦学生として、2780 地区に応募申請をしま 

  した。 

 

≪ガバナー補佐報告≫ 

 ・臨時週報でもお知らせしましたが、END POLIO 

  10 月 24 日の世界ポリオデイに向けて、様々な 

  イベントを行っております。まず、ラッピング 

  バスです。今、神奈中で 12 台走っています。中 

  刷り広告もすべて END POLIO となっていて、  

  乗られた方は驚くと思います。また、1200 台の 

  他のバスにも県内中吊り広告が始まります。 

  10 月 24 日のイベントですが、2 名のスピーカー 

  をお迎えして、YouTube 配信で開催します。 

  詳細が決まりましたら、お知らせします。 

出席報告 
（   ）内は計算に用いた会員数 

＋〔 〕は Zoom 出席者 
    

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１４日 ４４（４３）名 ２９名 １４名 ６７．４４％ ２名 ３１名 ７２．０９％ 

１０月６日 ４４(４３)名 ２４＋〔３〕名 １６名 ６２．７９％    
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第 2780地区 ガバナー   田島 透 

第 3グループガバナー補佐 椋梨 兼彰 



 ・地区大会は来年の 3月 20、21日で開催します。 

  その前に 2月 12日(土）は、ロータリー奉仕デ  

  イとして、開催予定です。第 3グループとして 

  有森裕子さんの HOGを通じて、カンボジアの子

ども達に運動靴を送るという活動をする予定で

す。履いたものを洗ったものです。上履きとい

う話もありましたが、カンボジアの小学校が閉

鎖されているため、運動靴とサッカーシューズ

を送ることになりました。もう一点、コロナ禍

で不足しています、新品の固形石鹸とタオルを 

  送ります。パンフレットが出来ましたら、お知

らせします。 

・2780地区内の各グループでポリオの撲滅祈願祭

を予定しておりますが、1～3グループには、開

催予定がありません。それに代わり募金活動を

予定しておりました。コロナの影響で延期して

おりましたが、10月 9日、11時～15時、藤沢商

工会議所協賛の「ふじさわ元気カーニバル」に

ロータリーのブースを出させていただく事にな

りました。お時間ありましたら、サンパール広

場にお越しください。 

・10月 8日(金)13時から、ポリオキャンペーンの

ラジオ放送の為、としてレディオ湘南に出演し

ます。ぜひお聞きください。 

  

≪お祝い≫ 

  会員誕生日 8月 11日 野中 信広 会員 

        8月 31日 鈴木 隆一 会員 

        8月 31日 新堀 きよみ 会員 

        9月 3日  毛利 英昭  会員 

        9月 17日 林 尚子 会員 

 

新堀会員、毛利会員は ZOOM出席でした。 

  結婚記念日 9月 6日  村石 順 会員 

        9月 17日 吉川 栄紀 会員 

        9月 23日 杉原 栄子 会員 

        9月 25日 野中 信広 会員 

 

 

 

≪スマイル報告≫ 

 吉川 栄紀 会長 

  結婚記念日のお祝いありがとうございます。 

  32回目となります。秋にはキレイな紅葉を見に

行ければと思います。 

  田中 正明 会員 

  いよいよ例会再会です。吉川会長のご活躍期待

しております。 

  村石さん、本日のイニシエーション楽しみにし

ております。 

 椋梨 兼彰 会員 

  本日より例会はじまりよかったです。 

 杉原 栄子 会員 

  結婚記念祝いをありがとうございます。 

 鈴木 隆一 会員 

  誕生日のお祝いありがとうございます。 

 星谷 けい子 会員 

  村石様、イニシエーションスピーチ楽しみにし

ています。 

 廣島 純 会員 

  やっと再開、皆様よろしくお願い致します。 

 鈴木 大次 会員 

  例会再会を嬉しく思います。 

  村石さん、楽しみに致しております。 

 

 



 村石 順 会員 

  結婚記念祝いありがとうございます。24年目を

おかげ様で無事迎えることが出来ました。 

  これからも宜しくお願いします。 

 林 尚子 会員 

  お誕生日お祝いありがとうございます。 

  年々自分の誕生日を忘れていく気がします… 

 野中 信広 会員 

  本日、本人誕生日、結婚記念日お祝いありがと  

  うございます。 

  一年たつのがすごく早くなりました。 

岡崎 紀久子 会員 

 やっと解除になりました。 

 続くといいですね。 

 

≪卓話≫ 

  イニシエーションスピーチ 

  みずほ銀行湘南法人部 

  部長 村石 順 会員 

 

皆さん、こんにちは、みずほ銀行湘南法人部の村石

です。まずは、冒頭、昨今のシステム障害でお客

様、関係者様の皆様に多大なるご心配・ご迷惑をお

かけしていることを改めて深くお詫び申し上げま

す。全力で再発防止策に取り組んで参ります。世間

をお騒がせしている中で、待ちに待ったイニシエー

ションスピーチ、タイミング的にどうかという思い

もありましたが、ぜひよろしくお願い致します。 

ほぼ 1年前の 11月 18日に前任支店長の反田会員に

連れられ、11時 45分から選考委員の方と面談をさせ

ていただいたことを昨日のように思い出したところ

です。初めての RC会員ということで、未だわからな

いことばかりではありますが、本日のイニシエーシ

ョンスピーチを通じて理解を深めていただければ、

幸いです。 

 

 

この資料は、実は 2年 6か月前、自分が目黒支店に

着任した際、また 1年前に湘南法人部に着任した

際、部店のメンバーに自己紹介を兼ねて自分の考え

ていることを理解してほしいという思いから作成し

たものです。ですので、最後のパーツは湘南法人部

のメンバーに対して「心がけて欲しい」ことを記載

しております。 

1970年昭和 45年 5月 25日、村石家の長男として広

島県広島市に生まれました。村石家は 4人家族で 4

つ年上の姉貴がおります。広島生まれといっても、

父（おやじ）の転勤でたまたま、産み落とされた場

所が広島県広島市ということ、住んでいた時期も 1

年未満ということで、何の記憶もありません。福岡

市や大阪市へ転勤した際に遊びにいった記憶しかご

ざいません。私自身は、韓流ドラマに依然ハマって

いる「神嫁」のみで子供はおりません。趣味は、ゴ

ルフ、ドライブ、スポーツ観戦です。特にスポーツ

観戦では、サッカーが趣味なので学生時代には「ド

ーハの悲劇」を現地で目の当たりにしています。日

韓ワールドカップが開催された際も社会人ではあり

ましたが、お休みをもらって埼玉・北海道・宮城な

どの試合を妻と観戦しました。湘南では湘南ベルマ

ーレがありますので、コロナが落ち着いたら観戦し

たいと考えております。性格は、仕事をしている時

は自分自身で「せっかち」だと思いますが、自宅で

は妻から完全に「ポンコツ」呼ばれしている「ダメ

旦那」だと思います。10月 1日より「タバコ」の値

上げが行われましたが、「継続は力なり」「強い意志

を持って」「禁煙することなく」「愛煙家」として頑

張っております。生まれた翌年には長野市に転居、3



年後には仙台市へ転居し、小学校 4年生まで 7年間

過ごした街です。この中で鮮明に覚えているのが

「1978年昭和 53年 6月 12日 17 時 14分にはっせい

したマグニチュード 7.5震度 5の宮城県沖地震」で

す。実際おふくろは今でも、自分（むすこ）は死ん

だと思ったほど、家は滅茶滅茶になり、小学校は休

講・友人の自宅は地滑りに会うなど大変な思いをし

ました。楽しんでいた小学校 4年生の終わりに東京

へはじめて転校となりました。何も考えず無邪気に

過ごしていたのか？サッカー部に所属して、一応レ

ギュラーにもなっていたので、小学校での転勤で正

直、転校生として苦労したという記憶がないのが正

直なところです。そんな中学 2年生の終わり、翌年

には高校受験を控える中学 3年生の時に、親父の転

勤で長野に転校した際には、正直なところ「流石

に」「なんで」という思いが強く、学校や塾の先生も

反対されていたことを思い出します。しかし、当時

の村石家は、親父の意見が全てでしたので、おふく

ろと自分は長野へ転居しました。一方、姉貴は高校

を卒業して、看護学校への入学が決まっており、学

生寮へ入寮し、初めてバラバラでの生活がスタート

しました。 

東京の高校に合格すれば親父が単身赴任もやむを得

ないと言っていたこともあり、長野に転校してから

も受験勉強を続け、翌年には東京の高校へ入学する

ことが出来ました。その後 1年間の充電期間を経て

大学へ入学、この 4年間は、好き勝手なことをさせ

てもらい、親父とお袋には感謝しかありません。サ

ークル活動、コンパ、バイトに明け暮れ、テスト前

には仲間と一夜漬けの勉強と自由な生活を謳歌させ

てもらいました。現在の大学生は、意外とまじめな

生活を送っており、サークルの飲み会でも未成年に

は飲ませないような取り組みが行われていると新入

社員より聞いています。 

1994年 4月、リクルーター制でお会いした先輩に憧

れて入社したのが、当時富士銀行、現在のみずほ銀

行です。その後、法人営業を中心に転勤を繰り返

し、現在では昨年 10月に営業店体制の見直しで平塚

～藤沢～鎌倉・逗子という広域で法人のお客様を担

当する湘南法人部を任され、メンバー40名と働いて

いる。お客様に恵まれ、メンバーも志高く、気持ち

の良い仲間たち。残念なことは、コロナ禍で立ち上

がった組織ということで、対面の飲み会はゼロ。リ

モート飲み会のみで地域の行事にも参加できない状

況ということで、感染状況が落ちつくことを心より

願っております。 

最後になりましたが、藤沢 RCに入会して 11ヶ月、

皆様素晴らしい方々との出逢いを通じて、出来れば

マスクを外して、これからも素敵な思い出を作って

いきたいと思っておりますので、今後共宜しくお願

い致します。 

 

 

 

 

本日の ZOOM出席者の皆様！ 

 

 

本日のお料理 

 


