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2021.4.7 第2504回 例会《母子の健康月間》

4月7日㈬
卓話
点鐘：12時30分～

青木会員　イニシエーションスピーチ
橋本ロータリー東日本大震災青少年支援
連絡協議会副委員長

4月14日㈬
夜間例会
点鐘：18時30分～

加藤　勇会員　偲ぶ会

ロータリー公式ロゴクラブ旗購入



・点　鐘　齋藤会長

・ロータリーソング
　「奉仕の理想」
　　ソングリーダー ： 熊谷会員
　　ピアノ演奏     ： 高橋会員

・お客様紹介　齋藤会長
　　　早稲田大学　大学院生　
　　　舒　浩璐（ショ　コウロ）様

・今月のお祝い　佐藤副幹事
　　◇在籍祝い
　　　松本　信弘会員（26年）
　　　岸野　　寛会員（24年）
　　　齋藤　文人会長（9年）
　　　窪嶋　　貴会員（4年）

　　◇会員誕生日
　　　佐々木美之会員（4日）
　　　宮﨑　慶男会員（18日）
　　　島崎　尚之会員（29日）

　　◇結婚記念日祝
　　　岸野　　寛会員　ご夫妻（1日）
　　　青木　誠一会員　ご夫妻（21日）
　　　熊谷　　智会員　ご夫妻（25日）
　　　窪嶋　　貴会員　ご夫妻（27日）

　　◇令夫人誕生日
　　　島崎　尚之会員 令夫人　悦子様（3日）
　　　小山田貴弘会員  　〃　　康衣様（3日）
　　　岸野　　寛会員  　〃　　敬子様（13日）
　　　五十嵐　治会員  　〃　　仁美様（13日）
　　　木村　敦史会員  　〃　　由佳様（20日）



会 員 出 席 欠 席 免 除 出席率

 45名 32名 11名 2名 74.42%

・出席報告　宮﨑出席委員長

出席報告 2021年4月7日

Zoom参加者：武藤会員
　　　　　 （会長出席扱い承認済）

3月までの出席状況を回覧します。
ご確認お願いします。

・会長報告

　◇本日　地区大会　RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会　
　　　　　ホテルニューオータニ　18時開宴
　　　　　山本地区副幹事・齋藤会長・入江幹事　
　　　　　出席します。
　

　　明日　本会議には山本地区副幹事・齋藤会長・
　　　　　入江幹事・橋本地区副委員長・
　　　　　石川地区委員・大山地区委員・
　　　　　岡田地区委員・木村地区委員長・
　　　　　佐藤副幹事　出席します。
　　各会員にはWEB(YouTube)による配信でご参加
　　下さい。13時点鐘　18時閉会
　◇4/14　夜間例会　故・加藤会員　偲ぶ会　
　　令夫人の参加をお待ちしてます。
　◇4/29（木・祝）緑の募金活動　
　　午前中 5名お手伝い募集します。
　　メークアップ扱いとなります。よろしくお願い致します。

・幹事報告

　◇ロータリー公式ロゴクラブ旗を購入しました。
　　今日から使用です。
　◇ロータリーの友・ガバナー月信4月号配布しました。
　◇第2503回（3/31）会報回覧
　◇2021年4月　Rレート　1＄＝110円
　◇例会臨時変更　東京青梅RC、東京ベイRCより
　　届きました。
　◇例会場・例会日変更が東京神田RCより届きました。
　◇米山梅吉記念館より館報他が届きました。
　　「全国一人100円募金」にご協力お願い致します。
　◇関口会員名簿、窪嶋会員事業所変更・宮﨑会員
　　メルアド変更配布しました。活動計画書に貼って
　　下さい。　　　　　　　



　◇次週4月14日例会は夜間例会　
　　故・加藤会員を偲ぶ会　18時30分点鐘
　◇次年度第2回理事会を例会後に開催します。
　◇希望の風募金　ご協力お願いします。

　◇佐藤社会奉仕委員長　
　　希望の風募金　実績報告　3月29,658円　
　　累計147,553円
　　5/2　ロータリーデー あつゴミちらし配布

・委員会報告

　◇鳥居親睦委員長　
　　6/13-14  親睦旅行について 案内配布
　　4/8  地区大会  YouTube配信案内 申込受付中　　

・ニコニコＢＯＸ　青木SAA委員

　齋藤　文人会長　
　　青木会員  本日のイニシエーションスピーチ楽しみ
　　にしています。
　　橋本ロータリー東日本大震災青少年支援連絡
　　協議会副会長  本日の卓話  楽しみです。
　　舒  浩璐さん  本日も例会参加ありがとうございます。
　　在籍9年になりました。会員の皆様　本日の例会も
　　宜しくお願い致します。
　

　岡田　丈尋会員　
　　長女が本日大学に入学しました。長男は留年となり
　　ました。
　　青木さん　橋本さん　卓話よろしくお願いします。
　松本　信弘会員　
　　在籍26年になりました。
　岸野　　寛会員　
　　在籍・妻の誕生日・結婚記念日 沢山お祝いありがと
　　うございます。
　宮﨑　慶男会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。橋本さん
　　できるだけ寝ずに聞きます。
　高橋　美穂会員　
　　おかげさまでパブミッション 今日で6周年を迎える
　　ことができました。いつもありがとうございます！
　窪嶋　　貴会員　
　　在籍・結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　　4月よりIFAとして新たな一歩をスタート致しました。
　　ロータリー活動も今まで以上に頑張っていきます
　　ので今後とも宜しくお願い致します。
　入江　誠一幹事　
　　舒さんようこそ、青木さんイニシエーションスピーチ
　　楽しみにしてます。
　　橋本さん、メンバーの皆様　本日もよろしくお願い
　　いたします。
　島崎　尚之会員　
　　誕生日・妻の誕生日を祝っていただき有難う
　　ございます。
　佐々木美之会員　
　　誕生日を祝っていただき有難うございます。
　　49才になりました。
　五十嵐　治会員　
　　妻の誕生日を祝っていただき有難うございます。
　熊谷　　智会員　
　　結婚記念日を祝っていただき有難うございます。
　佐藤　和義会員　
　　橋本副委員長　本日　卓話楽しみにしてます。
　　青木さんイニシエーションスピーチよろしくお願い
　　します。
　　5月2日「あつゴミ」のチラシ出来ました。
　青木　誠一会員　
　　つたない話となりますがよろしくお願いいします。

本日の合計額　¥101,000

累計 ¥2,180,975



青木誠一　会員

皆さん、こんにちは。

青梅信用金庫の福生支店支店長の青木です。
東京オリンピックの年になる昭和39年9月生まれで、
今年で57歳になります。現在勤務している青梅信用
金庫には、昭和63年に入庫して早いもので33年目
を迎えようとしております。

まず、私を知ってもらうために簡単に生い立ちを話さ
せて頂きます。

母の実家である福生市熊川で産声をあげ、小学校ま
では昭島市緑町に住みソフトボールに打ち込んでい
ました。

中学になるときに母の強い意志により福生へ引っ越
すことになり、名門中学でもある福生第三中学に入
学3年間卓球に打ち込むことになりました。

そこで、中学3年の時、突然転校生が入ってきて、そ
れが石川彌八郎さんで、その当時からすでに人望が
あり、懐が広く、誰とでもきさくに話しており、そのまま
大人になった感じがしています。
ただ、ミュージシャンになっていたことには驚きでした。

私の話に戻りますが、その後、高校、大学と進み、多
少テニスをたしなみ、テニスについては現在も続けて
います。 先ほど話した通り、昭和63年に青梅信用金
庫に入庫するに至りましたが、実は大学時代理系で、
当時、大学推薦というのがありまして、企業から募集
があり、大学が推薦すればほぽほぽ企業に入れてく
れる制度でした。 私も大学より推薦して頂き、 某企
業を受験しました。 当然合格するものと高をくくって
いましたが、結果は不合格でした。 愕然としたことを
おぽえています。

その頃は、もう就職活動も終わり頃で、募集している

・卓話　イニシエーションスピーチ 企業も少なく、どうしたものかと思い探している中、青
梅信用金庫を見つけ、まだ採用活動をしているとの
ことで、会社説明会へ参加するも参加者は100人は
収容できる会場で5、6人と寂しく、形だけの説明会と
思ったほどでした。

そこから、選考が始まり、無事入庫することができ、本
当に良かったです。

今回緑あって、 地元福生の支店長を今年1月1日付
で拝命することになりました。

その前は、所沢市にも北野という地名があり、場所的
には小手指あたりになり、そこの支店長を3年
その前は、羽村支店長2年9か月に努め、3店鋪目の
支店長になります。

実は、青梅信用金庫は来年3月6日で100周年を迎え
ます。石川酒造さんはもっと歴史が長いと思いますが
…。

この4月より記念の年度となり、女性の制服が変わ
り、ネームプレートや金庫章も新しくなります。
折角の機会ですので、青梅信用金庫の歩みを簡単
にお話しさせて頂きます。

青梅信用金庫は大正11年3月6日、有限責任青梅町
信用組合としてスタートしました。

昭和26年6月には信用金庫法が施行され、 昭和26
年10月20日に当時の大蔵大臣で後の総理大臣であ
る池田勇人より認可がおり、青梅信用金庫として新
たなスタートをきることになりました。

余談ではありますが、池田勇人さんは京都帝国大学
出身で、 私の家内のおじいちゃんも京都帝国大学
出身でして、親友だったそうで、家内のお父さん、お
母さんの結婚式には出席して頂いたとのことです。 
余談でした。

話はもどりますが、昭和26年10月当時は、青梅では
ガチャ万景気も終わりを迎えようとしていた時でし
た。 ちなみに、ガチャ万景気は昭和22年末頃から始
まったそうで、青梅はもともと織物の町として栄えたそ
うで、「ガチャ」というのは織物の音で、織り出せば
「万」と儲かるという嘘のような本当の話があったそう
です。

「ガチャ」というのは織物の音で、 織り出せば「万」と
儲かるという嘘のような本当の話があったそうです。

その当時の月給がせいぜい4、5千円であったとのこ

とで、織機が10台あれば月10万の収入になり、 織機
1台の購入代金は1ケ月で回収できたとのことで、 こ
ぞって織機を購入したようです。

現在で考えれば、月給20万としたら月収400万になる
とのことで、ご存じのかたもおられると思いますが、私
には夢のような話で夢はすぐに終わってしまったよう
ですが。
昭和27年9月から西多摩郡一円に業務区域を拡大
したとのことで。
昔からのお客様とお話しすると青梅の千ケ瀬から福
生まできていたと聞きます。

昭和28年6月には瑞穂支店をオープン。
昭和30年には昭島市、東村山町、大和町、砂川町、
村山町と業務区域をさらに広げていきました。

福生支店については、瑞穂支店のオープンより遅れ
ること20年、昭和48年10月にオーブンにこぎつけた
と聞いています。 今の場所には、以前には「松の湯」
さんというお風呂屋さんがあり、言わば、町のランド
マークだったところに、店舗を出すということで、どうし
ても福生に店を出したいという、当時のスタッフの
並々ならぬ努力のお蔭で無事スタートを切りました。
そして、2年後の2023年には福生支店も50周年を迎
えることになります。

昭和55年10月には羽村支店がオーブン。
話が飛びますが、最近ですと、平成30年3月に武蔵
小金井駅より徒歩3分、中央線より見える場所に小
金井支店をオーブン。東京都26店舗、埼玉県9店舗
と35店舗を配備する信用金庫となっています。

青梅信用金庫の歩みをお話ししてきましたが、青梅
信用金庫を創業した方は平岡久左衛門氏であり、 
その後、いろいろな方が理事長となりましたが、現理
事長は遠縁にあたる平岡冶房であり、100年という節
目の年を、 創業家である平岡家が迎えるというドラ
マのような話となっています。

取り留めない話をしてきましたが、皆様方のおかげで
100周年を迎えます。今後も当金庫をご愛頑頂きま
すようお願い申し上げます。

本日は、御清聴、また、このような機会を与えていただ
いて、本当にありがとうございました。これからも、よろ
しくお願い致します。
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そして、2年後の2023年には福生支店も50周年を迎
えることになります。

昭和55年10月には羽村支店がオーブン。
話が飛びますが、最近ですと、平成30年3月に武蔵
小金井駅より徒歩3分、中央線より見える場所に小
金井支店をオーブン。東京都26店舗、埼玉県9店舗
と35店舗を配備する信用金庫となっています。

青梅信用金庫の歩みをお話ししてきましたが、青梅
信用金庫を創業した方は平岡久左衛門氏であり、 
その後、いろいろな方が理事長となりましたが、現理
事長は遠縁にあたる平岡冶房であり、100年という節
目の年を、 創業家である平岡家が迎えるというドラ
マのような話となっています。

取り留めない話をしてきましたが、皆様方のおかげで
100周年を迎えます。今後も当金庫をご愛頑頂きま
すようお願い申し上げます。

本日は、御清聴、また、このような機会を与えていただ
いて、本当にありがとうございました。これからも、よろ
しくお願い致します。

橋本ロータリー東日本大震災青少年支援  
連絡協議会副委員長

テーマ：ロータリー希望の風奨学金
　　　（ページ末に配布資料掲載）
当クラブは例会毎に寄付を募りロータリーでも数少
ない理想的な活動をしていてお役をしていても誇れ
る・自負できる・肩身が広い（そういう言葉がある？）と
感じています。

2010-11年度 ガバナー会　立上げ　東日本大震
災義援金全国34地区から10億円集まる。
岩手・福島・宮城に見舞金を送り残8億７千万円

2011-12年度　ガバナー会に継続要請するが否定
的となり要望地区には返金し賛同10地区残3億円と
なる。

日台親善会議で台湾より1億2千万の寄付があり計
4億2千万で運営する。
被災された方は「忘れないで欲しい」の思いです。
　　
小冊子は5月に配布出来ると思います。
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・謝　辞　齋藤会長

・点　鐘　齋藤会長

　地区の卓話者リストに掲載、よろしくお願い致します。
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