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第 2655 回例会 
2011 年 9 月 16 日(金)12 時 30 分から 13 時 30 分 
司会者：杉山淳一君 
ソング：「それでこそロ－タリ－」 
卓上花：トルコキキョウ オミナエシ 
ゲスト：福田雅美君（安城） 
ﾋﾞｼﾞﾀ-：なし 
 

出席報告 
出席委員会 兼松信吾君 
会員 56 名 出席義務者 43 名 出席 35 名 欠席 8名 
内出席免除者の出席 10 名 出席率 84.90％  
修正出席率 9 月 2日第 2653 回 92.45％ 
 

会長挨拶  会長 沓名俊裕君 
（連絡事項） 

・新入会者候補者の紹介 

・９月１２日第 10 回地区ＲＣＣ交流会に、地区ＲＣＣ副委員

長永谷文人君と当クラブ社会奉仕委員長深津正則君と私の３

人で参加してきました。 

・昨日 15 日米山奨学会の委員長会議があり参加しました。米

山奨学会は年間約１３億円の奨学資金を集金し、全額を奨学金

として支給しています。 

・明日１７日には、地区主催で新会員研修セミナーが開催され、

当クラブからは８名の会員が参加します。 

       
（あいさつ） 

「本気」 自分の仕事を本気でやっていないとお客様にも関

係者様へも社員にも繋がっていかない。『「本気」の感覚をつか

め、それが仕事を変える。』これは、株式会社ローソン代表取

締役社長ＣＥＯ新浪剛史（にいなみたけし）氏の言葉です。新

浪氏は１９５９年１月３０日（５２歳）横浜市に生まれました。

１９７５年株式会社ロ－ソンはダイエ－の１００％子会社

として設立されました。 

一方新浪氏は、１９８１年（２２歳）慶応義塾大学を卒業 
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し、三菱商事㈱へ入社、砂糖部海外チームに配属されました。

１９９１年（３２歳）ハーバード大学経営大学院修了（ＭＢ

Ａ取得）し、２００１年（４２歳）三菱商事㈱がローソンの

筆頭株主（３１．９％）になったのを契機に、三菱商事がロ

ーソン改革のため新浪氏を送り込みました。そして、２００

２年（４３歳）で代表取締役に就任し、２００５年（４６歳）

に代表取締役兼ＣＥＯ（最高経営責任者）に就任しました。

同年、生鮮食品コンビニローソン 100 で 1 号店を出店しまし

たが大失敗し 1年で撤退しましたが、諦めない気持ちで再チ

ャレンジし、現在では 1,077 店舗まで拡大させています。 

２０１１年２月期現在、㈱ローソンは時価総額４，２６０

億円、売上高１６，８２８億円、経常利益５４５億円の企業

に成長しています。 

新浪氏（㈱ローソン）の行動指針は、「そこに、みんなを

思いやる気持ちはありますか。そこに、今までにない発想や

行動へのチャレンジはありますか。そこに、何としても目標

を達成するこだわりはありますか。」です。 
新浪氏の社長就任以来、㈱ローソン新商品を続々開発し、

市場に投入しています。中でも 2002 年の「おにぎり屋」は

１３０円から１６０円のおにぎりを年間６億５，０００万個

売ったそうです。その後、ローソンは８年連続増収増益基調

で推移しています。 
 さて、新浪氏（㈱ローソン）をロ－タリ－クラブに写せば、

「ロ－タリークラブは、みんなと暮らすマチ”を幸せにしま

す。」となると思います。 
 

幹事報告  幹事 永谷文人君 
＊11/23(水・祝)安城ホストによるガバナー補佐杯親睦ゴル
フ大会が葵ＣＣにて行われます。 

＊例会終了後、会議室にてＩＭ実行委員会を行います。 

＊ランチ同好会からのお知らせがあります。 

mailto:anjo-rc19580206@katch.ne.jp
http://www.anjo-rc.org/


 
安城 530 運動連絡会  会長 神谷研君（安城ＲＣ）

１．謝辞 

安城ＲＣより毎年活動資金の援助に、53,000 円を拠出

していただいています。今年度も 2011 年 7月 7日に早々

援助を頂きました。ありがとうございました。 

２．活動内容 

（Ａ）安城 530 運動連絡会は毎年 5 月 30 日に総会を開

催しています。 

（Ｂ）1980 年（昭和 55 年）安城 530 運動連絡会は、安

城ＲＣ提唱により発足しました。本来は、「自分のゴ

ミは自分で持ち帰りましょう」という運動でした。 

（Ｃ）2010 年に 30 周年を向かえ、安城市内の全小中学

校に参加いただき、「クリ－ン大作戦」と銘打って、

市内全域のクリ－ン活動をして貰いました。17,000 名

以上の子供さんたちに１人３個のゴミを拾ってもら

い、53,000 個以上のゴミ集めをして貰いました。 

（Ｄ）参加団体等  

（1）「530 運動」「町を美しくする運動」の協賛活動とし

ての市内清掃事業所・団体：63 団体（103 回）、町内

会：144 回 

（2）アダプトプログラム登録団体 安城市長と合意書

を交わして美化活動登録団体数：37 団体 

（3）市内の小中学校生  17,637 名（Ｈ22 年度） 

（Ｅ）啓発活動 

（1）「広報あんじょう」はじめ各種機関紙へ広報 

（2）立看板設置 

（3）環境美化のポスタ－・標語募集と環境衛生功労者

の表彰 

（Ｆ）実践活動 

（1）春と秋の「町を美しくする運動」期間の一斉清掃

（2）アダプトプログラム事業に協賛し、清掃用具等を

供与 

（3）事業所・官公署に対し、定期的な清掃活動を要請

（Ｇ）我々の運動は決して終わりがありません。安城市

では、「唱和のことば」に則って、「自分のゴミは自分

で持ち帰りましょう。私たちのまちは私たちの手でき

れいにしましょう。」と、町をきれいにしようと日々

努力を重ねていただいております。 

 

委員会報告 
ＩＴ委員会  委員長 神谷研君 

安城ＲＣホ－ムペ－ジに 2011 年 7月 18日に開催しま

したインタ－アクト年次大会のスライドショ－（約 17

分間）を掲載しました。 

 

社会奉仕委員会報告  委員長 深津正則君 

第１回地区内クラブ環境保全委員長会議 

日時: 平成 23 年 9月 9日(金) 

会場: 名古屋クレストンホテル 

① 講演 

「愛知ターゲットの実現をめざして 生態系ネットワ

ークの展開」 

講師：愛知県環境部自然環境課 課長 丹羽崇人氏 

(講演内容要旨) 

平成 21 年名古屋で開催された COP10 では、生物多様

性に関する 2011 年以降の新たな目標である「自然と共

生する世界」の実現をめざすことが採択されました。 

愛知県では「人と自然の共生をめざして」生態系ネッ

トワークを展開する試みを始めています。生態系ネット

ワークとは、もともとあった自然が開発により分離、孤

立したものを緑地や水辺を形成することにより、生き物

の道を作り、人も身近な自然と共生することです。その

ために、公共の緑地とは別に、企業、団体に補助金を出

し、民間の緑地づくりを推進していく予定です。 

② 事例報告 

地区環境保全委員会 鈴木元弘委員長  

{1}「刈谷 RC ロータリーの森づくり」 

{2}「トヨテツの森づくり」 

③ 東北大震災復興支援について 

ロータリー財団委員会 深谷友尋委員長 

第 10 回 RCC 交流会議 

 日時: 平成 23 年 9 月 12 日(月) 

 会場: 名鉄グランドホテル 

① RCC 活動報告 

 名古屋守山 RCC 赤堀輝京氏 

名古屋守山 RC 提唱 

 安城少年野球サークル RCC 原田秀邦氏 

  安城 RC 提唱 

 長瀬楽人会 RCC 上原久氏 

  岡崎東 RC 提唱 

 豊橋ゴールデン RCC 鳥居利喜夫氏 

  豊橋ゴールデン RC 提唱 

愛知池友の会 RCC 天野徹氏 

 名古屋東山 RC 提唱 

② RCC の結成方法について 

 地区 RCC 委員 早川和男君 

両会議への当クラブからの出席者 

沓名俊裕会長 永谷文人幹事(地区 RCC 副委員長) 

深津正則社会奉仕委員会委員長 

 



 
雑誌委員会  委員長 冨岡里美君 
『ロ－タリ－の友』９月号の内容紹介 
「ロータリーとは」「青少年交換で得た経験と、と私」

「女性を活用できない会社に未来はない！」など紹介。

 
ランチ同好会  代表世話人 山口研君 
 第２回『ランチ同好会』は、カレ－ランチはいかがで

しょうか？ 

 日時：2011 年 9 月 28 日（水）12：00 

 場所：スパカナマ 

  沓名会長ご紹介のお店です。皆さん、来てね。 

 

ニコボックス報告 藤井英樹君 
 本日の例会のニコボックスメッセ－ジを紹介。 

 

卓 話 
・テーマ 信用金庫に思うこと 

～時代の変化とともに～ 
・卓話者 福田雅美君 

        

１．信用金庫の成り立ち 
○ 信用金庫とは 
 信用金庫とは、営業地域が一定の地域に限定されてい

ます。中小企業ならびに個人のための専門金融機関で

す。これは「地域で集めた資金を地域の中小企業と個人

に還元する ことにより、地域社会の発展に寄与する」

という信用金庫の目的のためでもあります。融資先にも

制限があります。具体的には、信用金庫の所在する地域

の会員中小企業（従業員数 300 人以下、あるいは常時資

本金 9 億円以下）が対象となります。また、融資を受け

るためには会員（出資者）でなければなりません。信用

金庫は信用金庫法に基づいた会員の出資による協同組

織の地域金融機関です。 
 日本最古の信用金庫は「掛川信用金庫」で、二宮尊徳

の弟子である岡田良一郎によって設立されました。二宮

尊徳は勤倹貯蓄と相互扶助（よく働き倹約をして貯蓄を

し・・・）を目的とした報徳思想（報徳社運動）を起こ

し、これを全国に広めましたが、これが、日本における

信用金庫などの協同組合運動の思想的なルーツの 1つで

あると言われています。 
 1900 年（明治 33 年）に産業組合法が制定され、これ

に基づき、全国各地の地主や有力者が中心となって信用

組合を設立したのが信用金庫の前身です。信用組合が出

資した会員から預金を集め出資した会員へ融資したの

に対し、信用金庫は広く一般の方から預金を集め出資し

た会員へ融資します。資金規模が信用金庫の方が格段に

大きくなります。 
○ 信用金庫という名称の由来 
 1951 年（昭和 26 年）に、議員立法により信用金庫法

が制定され、新たに大蔵省直轄の協同組織金融機関制度

である「信用金庫」が創設されました。当時、無尽会社

が相互銀行、信託会社が信託銀行と、大半が「銀行」に

名称変更したのに対し、当時の信用組合の関係者は「儲

け主義の銀行に成り下がりたくない」という強いプライ

ドから「信用銀行」や「庶民銀行」という案を拒否し、

そこで当時の舟山正吉銀行局長から「金は銀よりも上」

として、政府機関だけしか使っていなかった金庫という

名称を許され「信用金庫」という名称となったと言われ

ております。 
２．信用金庫の規模 
○ 金融機関の預金 
 平成 23 年 5 月現在、日本国内の金融機関に預け入れ

られている預金総額は、約 1,011 兆円で、国民一人当た

り約 800 万円になります。その内信用金庫へは 121 兆円

（約 12％）です。全国で金融機関は 271 金庫、7619 店

舗あり、預金量は都市銀行、地方銀行、ゆうちょ銀行に

次いで第 4 位です。全国の信用金庫では、ＡＭ8：45 か

らＰＭ6：00 までＡＴＭの手数料が無料になる「しんき

んＡＴＭゼロネットサ－ビス」を実施しています。全国

にお出かけになりましたら、ぜひご利用下さい。 
○ 信用金庫の地区別預金・貸出金の状況 
 預金量は、東京、関東・甲信越、東海、近畿の各地区

に集中しており、22 兆円から 25 兆円で、これら４地区

で全国の約 75％を占めています。信用金庫数は、全 271
金庫のうち東海地区には 39金庫あり愛知県には 15金庫

があります。 
○ 信用金庫の上位２０金庫 
 預金量による判定では、平成 23 年 5 月現在、第 1 位

が京都中央信用金庫で預金量 4 兆 220 億円で、碧海信用

金庫は第 12 位の 1 兆 5,744 億円でした。愛知県内の信

用金庫では、岡崎信用金庫が第 3 位で、瀬戸信用金庫が

第 18 位にあり、上位 20 金庫に 3 金庫が入っています。

３．信用金庫の変遷 
 私が碧海信用金庫に入行した昭和 50 年 3 月には、全

国に 476 金庫ありました。この年は、沖縄海洋博が開催

され、山陽新幹線が開通した年でもありました。社会情



 
勢の変化もあり、信用金庫の合併・併合が進み、平成 23
年 3 月には全国で 271 金庫となっています。愛知県下で

は、15 金庫となっています。 
４．振り込め詐欺 
○ 発生件数 
 警察庁の統計によれば、平成 17 年から平成 20 年まで

は毎年認知件数約 18,000 件から 20,000 件、被害総額

251 億円から 275 億円の振り込め詐欺が発生していま

す。平成 22 年には減少傾向になっていますが、それで

も認知件数 6,637 件、被害総額 82 億円の振り込め詐欺

が発生しています。愛知県では平成 22 年中に 488 件約

6 億円強の被害が発生しています。 
○ 振り込め詐欺救済法 
 平成 20 年 6 月に「振り込め詐欺救済法」が施行され

ました。口座を強制解約してお金を取り戻せる法律です

が、往々にして申出時にはすでに口座から預金が引き出

された後で、なかなか救済される金額は僅少です。騙さ

れたと思ったら、一刻も早く金融機関へ連絡してくださ

い。 
○ 騙されないために 
 1.落ち着いて、事実かどうか確認すること。でも、以

外にこの確認がむつかしい。騙される人は信じきって

いますので。 
 2.急ぎ、遠隔地・高額・受取人口座がカタカナの名前、

での振込は疑うべし。 
 特に受取人口座がカタカナの名前は間違いなく振り

込め詐欺だと信じてよいと思います。 
 3.携帯を変えた、風邪をひいた、は 99％ウソだと疑う。

○ 被害者からわかること 
 被害者の男女比は、男性 2 割・女性 8 割で、年齢別で

は 60 歳以上が 8 割です。60 歳以上の女性の被害を防止

すれば、被害は各段に下がると期待できます。 
５．勝者と敗者 
 この言葉は、ある金融機関のトップの方からいただき

ました。私は、これらの言葉を胸に行動していきたいと

考えております。 
「勝者」と「敗者」 
・勝者はいつも答えを出そうとする。敗者はいつも問題

点しか出さない。 
・勝者には常に計画がある。敗者には常に言い訳がある。

・勝者は言う「私にやらせて下さい。」敗者は言う「私

の仕事ではありません。」 
・勝者はあらゆる問題に対して解決策を見つけようとす

る。敗者はあらゆる解決策について問題点を見つけよ

うとする。 

・勝者は言う「難しいかもしれません。でもやればでき

ます。」敗者は言う「やればできるかもしれません。

でも難しすぎます。」 
・勝者にはバンカ－よりもグリ－ンがよく目に入る。敗

者にはグリ－ンまわりのバンカ－ばかり目に入る。 
 
今週起こったトピックス    ＜超新星爆発＞ 

      

            ↑すぐ上の彗星のような点 

皆さん、早急に双眼鏡の準備をして頂きたい！なぜな

ら一生に一度しか見られないであろう超新星が、2011
年 9 月 9日から 12日にかけて双眼鏡で見られるからだ。

これはオックスフォード大学の科学者チームの研究に

より分かったことで、この超新星の明るさは 1954 年以

来の最高レベルのものに達すると予想されている。 
そもそも超新星とは巨大な星が一生を終える時に起

こす大爆発のことで、通常ほとんど の超新星が 10 億光

年以上先のところで起きる。しかし、今回発表された

「PTF-11kly」という超新星（上の写真に表記されてい

るもの）は 2,100 万光年という地球に非常に近いところ

で起こっており、それゆえ双眼鏡を使っても見えるくら

い明るいというわけなのだ。 
そして気になる「PTF-11kly」の場所だが、北斗七星

の柄の 2 つの星（おおぐま座のしっぽに当たる最後の 2

つの星）の左上にある。光の色は青白で、可能なら街の

明かりが少ないところで見ることをおすすめする。 
今回の超新星はタイプ 1a 型に分類されており、地球

ほどの大きさの星が爆発したようである。この超新星に

ついて、研究チームのリーダーである天体物理学者のマ

ーク・サリバン博士は、次のように語っている。 
「今回の超新星はきちんとした双眼鏡があれば、誰で

も見ることができます。きっと多くの人にとってこれ

は、自分の目で超新星という『花』の開花としぼみを見

る人生で一回きりのチャンスになるでしょう。このよう

な現象はこれから100年以上見られないかもしれません

から」 

（文＝田代大一朗）参照元：Daily Mail, University of Oxford, 

Youtube/telegraphtv （英文） 

http://daiichiro.wordpress.com/
http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2034891/Brightest-supernova-57-years-hits-peak-tonight.html
http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2011/110907.html
http://www.youtube.com/watch?v=1tzp_2Lngso



