
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＺＥＮＴＳＵＪＩ Japan 

創創立立：：11996688年年 88 月月 44 日日  

国際ロータリー 
第２６７０地区 

◆例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

◆例会場 香川県善通寺市文京町 3-3-3 

(事務所)  善通寺商工会議所 2F 

TEL(0877)62-7627 FAX (0877)62-7656 

E-mail zen-rc@downtown21.gr.jp 

WEB http://www.downtown21.gr.jp/zen-rc 

◆会 長        ◆幹 事   

入江 善久      山下 安亮  

 今月の例会プログラム   

   

□１１月１０日 新入会員卓話 小松 一裕 会員  

■■■１１月１７日 客話 善通寺市産業振興部 

            部長 尾﨑 篤 様 

□１１月２４日 卓話 ロータリー財団担当 

            香川 会員 

 

 

 幹 事 報 告    
配 布 物：ロータリーの友１１月号、ロータリー月信１１月

号、２０２０-２１地区概況 

＊ 佐賀・長崎豪雨災害への義援金のお礼と報告 

ガバナー事務所より、緊急災害準備金４０万円に各

RC より総額１６０万１００円を合わせ、２００万１００円

を送金できたということです。（当ｸﾗﾌﾞ 26,000 円寄付） 

＊ 例会後、理事会です。 

 

 出 席 報 告  正会員数３５名 （2021/10/1現在） 

          （出席免除会員(b)9 名(a)0 名） 

11/10（2592 例会) 会員数 35 名 出席会員 19 名（3 名) 
             欠席会員 7 名    
＜修 正＞ 
10/27(2591 例会) 会員数 35 名 出席会員 19 名(3 名) 
メークアップ １＋(1)名 
橋本一仁君 
       10/27 出席者 24 名 出席率 80％ 

ビ ジ タ ー   0 名 

 

 

 

 

 

国際ロータリー 

会長  シェカール ・ メータ 

＊＊＊＊＊＊＊
 

国際ロータリー第 2670 地区 
ガバナー 東 (ひがし )邦彦  

2021-22年度 

【会長運営方針】 

奉仕活動の実践で、 

 自己発見せよ 

週週  報報  
ＮＯ．１５－２５９３ 
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 ニコニコBOX   
 

□ 辻村啓一君：旭日双光章を受賞して、大変名誉な

ことだと嬉しく思い、また、戸惑ってもおります 

□ 山下安亮君：先日の善通寺RC同好会コンペで優勝

することができました。大変楽しいゴルフコンペでし

た。有難うございました 

□ 野萱礼三郎君：早退します。 

□ 髙島弘武君：早退します。先日のゴルフコンペご参

加有難うございました。次回も宜しくお願いします 

□ 橋本修洋君：先日ゴルフ同好会多数のメンバーに

参加頂き有難うございました 

 

 

 

 

 

 

四つのテスト      真実かどうか 

      みんなに公平か 

      好意と友情を深めるか 

      みんなのためになるかどうか 

                                        

（言行はこれに照らしてから）  
 

１１月は ロータリー財団月間 

 

 
 

2021-2022年度国際ロータリーのテーマ 

総本山善通寺五重塔 

 お 知 ら せ  
 

★ ゴルフ同好会 橋本会長より報告 

 

 第１回クラブ同好会コンペの結果報告 (14名参加) 

令和３年１１月７日（日）坂出カントリークラブ ｽﾀｰﾄ：９：００ 

優勝（山下会員）準優勝（酒井会員）３位（宮武会員） 



 

 

 
  新会員卓話  

 

小松 一裕 

（2021.9.22入会) 

この度 9 月 22 日

のガバナーの公式

訪問日というロー

タリークラブの公

式行事の日に、入会

させていただきま

した、四国銀行善通寺支店の小松です。 

今回は記念すべき初の卓話となりますので、私

のことを知っていただく良い機会と捉えまして、

自己紹介を中心にお話をし、最後に現在弊行が取

組している事業者向けソリューションラインナッ

プを簡単にご紹介させていただきたいと思います。 

私は昭和 51 年 10 月 26 日、小松家の長男とし

て高知市にて誕生しました。3 歳上には姉がおり

ます。生まれた時の体重は 3，600 グラム。子供

の時は車のおもちゃが大好きで、最初に話した言

葉は「ブルドーザー」だったそうです。辰年生ま

れの 45 歳、さそり座、血液型は B 型です。父は

元郵便局員で、20 年以上前に善通寺郵便局にも局

長として勤務したことがあり、善通寺は非常にご

縁がある土地だと感慨深く思っております。 

家族構成は、同じ年の妻と、高校 1 年生の長男、

中学 2 年生の長女、小学 3 年生の次女の 3 人の子

供がおります。全員高知在住で、現在単身赴任歴

3 年半が経過しました。現在は距離も近くなりま

したので、ほぼ毎週善通寺⇔高知間を行き来して

おります。今月より、ようやく高速道路の休日割

引も復活しましたので、精神的にも、お財布的に

も非常にうれしく思っております。1 時間もあれ

ば高知に行くことができますので、皆様方も是非

高知へ美味しいカツオやお酒を食しにいらして下

さい。 

次に簡単な経歴です。中学・高校は一貫性の私

立高知学芸中学高等学校に通っておりました。ご

存知の方も多いと思いますが、約 32 年前に上海列

車事故でも全国に名が知れた学校ですが、高知県

ではそこそこの進学校で、卒業生には人気ゲーム

『ファイナルファンタジーシリーズ』の音楽の生

みの親である作曲家の植松伸夫（のぶお）さんや、

90 年代に大ヒットした ZARD の『負けないで』

や中山美穂＆WANDS の『世界中の誰よりきっと』

他、数多くのヒット曲を世に送り出した音楽プロ

デューサーの織田哲郎さんなど著名人も多数おり

ます。中学時代はソフトボール部、高校時代は山

岳部に所属しておりました。 

 

 

 

 

高校卒業後は、香川大学経済学部へ進学。前

任支店長の山本とは大学で初めて知り合い、当

時からの付き合いになります。大学入学と同時

に体を鍛えはじめまして、現在も 3 日に 1 回は

トレーニングを行う日々を続けています。自分

で言うのもなんですが、物事を継続していく能

力は少しだけ人よりも長けているように感じ

ています。また体が出来始めたことで少しずつ

自信を持つようになり、その延長で在学途中か

ら空手を始め、その後 30 歳まで空手とキック

ボクシングに励んでいました。一応黒帯です。

学生時代はプロレスが大好きで、現在でも格闘

技観戦は趣味の一つです。 

大学卒業後、当時ノストラダムスの大予言が

外れ、コンピューター2000 年問題が落ち着い

た 2000 年 4 月に四国銀行へ入行。現在 21 年目

となります。これまで台風で有名な漁師町の室

戸支店、高知市内にあります卸業者が多数存在

する卸団地支店、徳島市佐古にあります徳島西

支店、坂出支店、神戸支店、尼崎支店、徳島の

藍住支店に勤務し、この度善通寺支店に赴任し

て参りました。 

新入行員で配属された室戸支店では、右も左

も分からない中、朝から晩まで預金の獲得や集

金業務を行っていました。次に卸団地支店時代

ですが、ここから少しずつ銀行員らしいお仕事

をさせていただくようになります。投資信託や

保険商品等運用商品の販売や住宅ローン、また

それまで機会のなかった法人先も担当し、融資

業務にも取組み始めました。そんな卸団地支店

時代の最大の思い出は、何と言っても「銀行強

盗」に入られたことです。開店前の時間帯での

出来事でけが人も大きな被害もなく、無事犯人

逮捕に至りました。銀行強盗に遭遇する行員は

本当にごく僅か、その中の一人です。 

ちなみに卸団地支店時代の 27 歳で結婚しま

した。イチロー選手がシーズン最多安打 258 安

打を放った日です。その日は結婚式よりも「イ

チローおめでとう。おまえもいい日に結婚した

な」と祝っていただいたことを覚えています。

主役は私たち夫婦のはずでしたが‥・。 

卸団地支店の次は自身初の県外店舗となる

徳島西支店へ異動となります。徳島での 2 年半

の勤務を経た後、32 歳で坂出支店へ異動となり

ます。坂出支店は私自身のターニングポイント

となった店舗とも言えます。尊敬する支店長や

上司・同僚、素晴らしいお客様に出会い、経営

品質を学び、また私自身が本格的な課題解決型

営業に取組はじめたのは坂出支店からといっ

ても過言ではありません。 
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そして、34 歳の時、以前から希望していた

神戸支店へ、支店長代理として昇進し異動に

なります。神戸支店は弊行の中でも特に優秀

な人財が集まる店舗で、とても嬉しかったこ

とをお覚えています。初めての部下も出来、

見るもの、経験するものがこれまでとは大き

く違いましたので、とまどいも苦労も沢山あ

りましたが、それ以上にワクワクしました。    

神戸支店では主に企業新規開拓専担者とし

て、神戸市の長田区から西エリアをすべて担

当し、西は赤穂浪士で有名な赤穂市まで、北

は丹波笹山、日本のマチュピチュと言われる

竹田城がある朝来市まで朝から晩まで飛び回

っていました。四国銀行という名前は四国島

内では一定の認知度がありましたが、関西へ

行くと何処の銀行？高松？という具合に全く

通用せず、門前払いが殆ど。そうした中での

企業開拓は本当に苦労しましたし、その分頭

も体も沢山駆使しました。時には門前払いで

お会い出来ない社長に対し、社長主催の講演

演説会に出席し、感想文とぜひお会いしたい

との思いを手紙にしたため、最終的に取引に

こぎ着けたこともありました。また、同時並

行でお医者様をメイン顧客とする税理士事務

所を担当していましたので、内科、脳神経外

科、眼科、整形外科等、複数の新規開業案件

も担当するなど、本当にいろいろな深い経験

をさせていただきました。 

 神戸支店での 3年半を経た後は、隣の尼崎支

店へ異動となりました。関西エリアに随分馴染ん

だこともあり、尼崎支店でも企業開拓を主力に活

動し、その後管理職へと昇進。在籍 4年半のうち、

調査役、副支店長を 3年経験し、42歳の時に徳

島県の藍住支店へ新任支店長として配属となり

ました。ちなみにゴルフは尼崎支店時代に四銀

黒潮会というお客様とのゴルフコンペの幹事を担

当させていただく流れの中で、「あまりにも下手す

ぎると恥ずかしいなあ」ということで、39 歳で初め

てクラブを購入し、本格的に開始しました。腕の

ほうはまだまだ未熟ですが、とても奥の深いスポ

ーツで、現在どっぷりハマっています。先日のロ

ータリーでのコンペも楽しくプレーさせていただき

ました。今後お誘いいただければ積極的に参加

させていただきますので、飲み会同様にぜひお

誘い下さい。お客さまからは、支店長は釣りはや

るの？と聞かれる機会も増えてきましたが、そちら

は全くの素人です。ただ、人生 1度の片道切符、

いろいろな経験をし、吸収したいと考えています

ので、ぜひ、お誘い頂ければと思っております。 

 

 

 

 

 

長々と自己紹介をさせていただきましたが、こ

こで支店長として支店経営において私自身が日頃

から重要視していることをお話します。 

現在、世の中の動きは目まぐるしく、若者層を

中心に価値観も多様化しています。そうした中で、

私は多様性（いわゆるダイバーシティー）を重視

した運営を心掛けています。ワンマンチームでは

なく、ワンチーム。各個人の出番、居場所、役割

を大事にします。目指す形はミックスジュースで

はなく、フルーツポンチです。単純に混ぜ合わせ

るのではなく、果実の一粒一粒がそのままの形で

存在感を発揮することを理想としています。また、

会社や組織がおかしくなる 6 つの要因である①マ

ンネリ、②油断、③驕り、④妥協、⑤怠慢、⑥諦

めにも注意しています。最初の 3 つ（マンネリ、

油断、驕り）は人間がすぐにする躓きですが、ま

だ元に戻せます。あとの 3 つ（妥協、怠慢、諦め）

は末期症状で取り返しがつきませんので、十分に

ケアしています。 

最後に、お配りしております、ソリューション

メニューー覧＊をご覧ください。ここに記載され

ているものはほんの一部ですが、お客様の課題解

決のお手伝いを行うためのメニューは年々拡大し

ております。他にも、今年 9 月には大和証券との

証券業務における業務提携を行い、2023 年頃より

本格営業を開始します。これまで以上に多くのお

客様に、幅広いラインナップをご提供できるよう

になると思います。 

・ 成長戦略・新規事業を具体化したい 

・ 販路・仕入先を拡大したい 

・ 業務効率化・生産性向上に取り組みたい 

・ 人材・福利厚生を充実したい 

・ 事業リスクを回避したい 

・ 資産を活用したい    ＊資料一覧より 

現在、銀行はさまざまな取組を行っています。

弊行善通寺支店も 1926 年の開設以降、実に 95 年

もの月日が経過し、いよいよ 100 周年が近づいて

まいりました。弊行頭取は「地域の発展に貢献す

るベストリライアブルバンクの実現」というメッ

セージを強力に発信し、その実現を目指していま

す。リライアブルとは信頼に値するという意味で、

お客様にもっとも信頼に値する、地域になくては

ならない銀行になるというメッセージが込められ

ています。私自身、ここ善通寺で地域・お客様の

発展・繁栄に貢献できるよう全力で仕事に取り組

みたいと思います。また、これからも末永いお付

き合いを宜しくお願い申し上げますと共に、私か

らの卓話とさせていただきます。本日はご清聴あ

りがとうございました。 
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入江会長と米山奨学生ブ ティ フォン タオさん 

１１月１０日例会出席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1回同好会ゴルフコンペ 

２０２１（令和３）年１１月７日（日） 

坂出カントリークラブ １４名参加 
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