
札幌西北ロータリークラブ 
 

『アニメから教わる仏教との繋がり』 

教願寺 副住職／㈱ＡＶＥＮＩＬ 代表取締役 遠島 光顕 様 

                      ソング：クラブ讃歌 

  

 

  

 

 

 

    

われ 

 

 

 

 

 

 

 

1月27日(木) 曇り 

●ソング／手に手つないで 

●司会 ／菊田 等会長 

●ゲスト／なし                                  

●1月 27日出席率／会員34名中欠席 10名,規定除外者4名

66% 

●1月 6日確定出席率／会員 33名中欠席 0名,規定除外者 3

名100% 

●入会式／濱中宣樹さんの入会式が

行われました。スポンサーは海野会

員で濱中さんとは 10 年以上のお付

き合いになります。不動産仲介業の

㈱ゆいコーポレーションで代表取締

役をされています。 

●会長報告／なし 

●幹事報告／前回の例会終了後に開催した定例理事会の報告

を致します。詳細はお送りした議事録をご参照ください。1.

今年度の年間プログラムを審議し、承認されました。2.新し

くご入会された佐藤会員と濱中会員の所属委員会が、クラブ

奉仕委員会に決まりました。3.下期会費請求書について次の

2点が承認されました。①市内RC交換留学生事業の資金とし

て、お一人当たり 2,000 円を下期会費と一緒に皆様から   

申し受ける事となりました。ご協力の程お願いいたします。 

②地区大会登録料の精算も下期会費の請求と併せて行う事が    

承認されました。会員・ご家族共に、変更後の登録料は7,000

円となります。既に登録料をお預かりしていた方は、今回の

下期会費請求書の中で登録料の精算をしております。登録料

をまだお預かりしていない方は、今回の請求金額に追加させ

ていただいておりますので、ご確認下さい。8.衛星クラブの

設立と定款・細則の改正について、松下会員よりご提案を頂

きました。議事録にも掲載しましたが、今回のご提案により

本来なら2019年に当クラブの定款・細則の改訂をする必要が

あったものが、実施されていないことが判明しました。その

ため、衛星クラブの件は今後も検討事案として引き続き審議

される予定ですが、定款・細則の改訂は行う必要がある事を

申し合わせました。9.入会のご紹介状況に関し先月より変更

は無いため、皆様からの積極的なご推薦をお待ちしておりま

す。／今月のロータリーレートは、115円です。（前月114円）

前回の例会時点で未発表だったため、お知らせいたします。

／既にご案内をお送りしておりますが、まん延防止等重点措

置が解除される2/20までの間は、全てフルリモートで例会を

開催させていただく事となりました。ご不便やご迷惑をおか

けすることもあるかと思いますが、ご理解のほどよろしくお

願いいたします。来週は例会終了後に定例理事会もあるため、

理事・役員の皆様は引き続きご参加をお願いいたします。 

●委員会報告／なし 

●米山記念寄付／ 

目標額560,000円 達成額247,000円 達成率 44.1％ 

●ロータリー財団寄付／ 

目標額572,250円 達成額267,100円 達成率46.7％ 

●ニコニコBOX／目標額1,000,000円 達成額372,000円  

達成率37.2％ 

●主要プログラム 

『ご縁』五十嵐 信彰 会員 

サラリーマン70年になります。

もう2年半、90歳まで働きたい

と考えております。私は昭和28

年、お給料の高いたくぎんに入行しました。当時札幌では、

北電さん、丸井さん、たくぎんさんと、三社「さん」付けで

市民の皆様に愛されていました。たくぎんは北海道拓殖銀行

にあり、北海道の発展に寄与するためにできた特殊銀行です。

目的を達成し、27年に普通銀行へ転換しました。札幌南支店

は南2条西4丁目水野眼鏡店裏にありました。行員120名の

市内札幌東支店に次ぐ大店です。銀行床の間論の時代で、戦

後8年、自由民主経済の急速な発展と、朝鮮南北戦争が勃発。
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第２０８２回  例会報告 

  

2021～2022年度 シェカール・メータＲＩ会長 奉仕しよう みんなの 人生を豊かにする為に 

                           

 

創立1977年4月21日 

会長 菊田 等 幹事 得能 宗洋 

今日の 

プログラム 

ＲＩ第2510地区第4グループ 

 

クラブモットー：明るく、楽しく、出席しやすいクラブ 

誕 生 日                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             葛西 純一 会員（２月４日） 

家族感謝の日  な し 

創 業 記 念 日  な し 

入 会 記 念 日  渡邊 葉子 会員（平成９年２月６日） 



4 日 (金) 札幌幌南 Zoom例会 8 日 (火) 札幌清田 法定休日週の為、休会

4 日 (金) ライラック 通常例会 8 日 (火) 大通公園 法定休日週の為、休会

5 日 (土) 札幌手稲 Zoom例会 9 日 (水) モーニング 法定休日週の為、休会

7 日 (月) 札幌南 法定休日週の為、休会 9 日 (水) 札幌 法定休日週の為、休会

7 日 (月) 札幌北 法定休日週の為、休会 9 日 (水) 真駒内 法定休日週の為、休会

8 日 (火) 札幌西 法定休日週の為、休会 9 日 (水) 新札幌 法定休日週の為、休会

8 日 (火) はまなす 法定休日週の為、休会 10 日 (木) 札幌東 法定休日週の為、休会

市内他クラブのプログラム

日本は米国の後方支援の恩恵をモロに受けて、米国に次ぐ経

済大国に伸展しておりました。私が入行した頃は、初任給が

8,560円、定期昇給は300円（3％）程度でしたが、毎年4月

にあるベースアップが 1,000円以上（13％）と、超インフレ

ーションの時代でした。超借り手市場で、借入利息等は問題

外。商品を在庫すると 1～2ヶ月で何十％もアップするので、

商人は銀行借り入れに殺到しておりました。銀行は保有預金

の80％しか貸出できませんので、預金集めに奔走しておりま

した。貸付利息は、日歩3銭、365日×3銭で10.95％、1年

6％、2年 7.5％と、高金利の時代でした。私は頭を下げない

貸付係（今は「融資係」といいます）を目指して勉強し、10

年で貸付係を拝命できました。一人前の貸付係になるには 3

年かかります。B/S、P/L、キャッシュフロー、資金繰り等、

財務に精通していないと、借入にくるお客様と歯車が合いま

せん。折衝ができません。私は以来、26年間、融資畑を歩い

て参りました。札幌南支店（12年）西野支店開設（4年）本

部審査部（3 年）小樽支店(3 年）稚内支店（4 年）豊平支店

（3年）網走支店（2年）副支店長、栗山支店（3年）支店長

を経験して参りました。審査部の発令は嬉しかったですね。

一番行ってみたい部署でした。栗山支社長発令と同じくらい、

嬉しかったですね。東大、京大、東北大のエリートが 30名。

支店長権限を越える融資案件は全て審査部へ申請し、承認を

受けなければなりません。支店長権限は、一級店、二級店、

三級店と、店の大きさで上限が決めてあります。審査部は、

旧たくぎんの一番良い場所、大通公園を見下ろす 4階にあり

ました。南面に面しており、1階役員室、受付、秘書室、2階

は頭取、副頭取、役員室がありました。3階は役員応接室、役

員食堂がありました。私は審査部出身で箔が付きました。た

くぎんは、副支店長はライオンズ、支店長はロータリーに入

会すると決めております。私は栗山に次いで 2回目のロータ

リアンです。53歳でたくぎんを退職、たくぎんの子会社でも

ある「北海道ビルサービス」という総合ビル管理会社に入社

しました。そこで、昨秋、札幌西北ロータリークラブを退会、

私の入会を斡旋いただきました出口元治様にお会いしました。

銀行時代、一緒にお仕事したことはございません。平成 5年

5月、サッポロファクトリーがオープン。清掃、設備、警備の

3 部門、億単位にもなる受注をしました。厚別工業団地に移

設した日本IBM札幌支社も、同様に設備、清掃、警備の3部

門全て受注いたしました。IBM さんに、たくぎんの機材を全

て仕切って貰ったり、たくぎんさんを強力に応援して貰いま

した。富士通厚別も同様に、設備管理の受注をいただきまし

た。会長と川崎市駅横の IBM本社、南武線の武蔵中原の富士

通本社へお礼に参りました。出口会長は 5年後に独立。自分

でホクビサービスを設立し、現在も盛業です。私は北海道ビ

ルサービスに 17 年勤務し、70 歳で退職。即、出口会長にお

声をかけていただき、ホクビサービスに入社以来、17年にな

ります。6 年前から、有料老人ホームである現シティホーム

山鼻の役員をしております。私の自慢を一つ。私は運動が好

きで、上手です。昭和20年の入行時は、野球全盛時代でした。

たくぎんも市内に50チームあり、春からトーナメントで秋に

決勝戦になります。私は入行して即ピッチャーで、職場対抗

は 37年に 2回優勝をしています。（MVPを 2回貰っておりま

す。）支店は常に上位にあり、転勤の40年まで12年間活躍し

ていました。また、卓球大会は 100人以上が参加しており、

秋の休日にありました。個人優勝を 1度しております。決勝

の相手は泥野さん（ﾉﾝﾌﾟﾛﾋﾟｯﾁｬｰ）で、応援は 8：2と劣勢で

したが、快勝。たくぎんチャンピオンに利しました。団体優

勝は2回しております。卓球は、終戦後の大通小学校5年生

の時に大通 7丁目の体育館で米国軍人さんのシェーフハンド

を見てすぐマネをしてマスターしました。以上、簡単ではあ

りますが、私の自己紹介と、出口会長とのご縁についてお話

させていただきました。

  

例会場：京王プラザホテル札幌 例会日：毎週木曜日１２：３０ 会報委員／◎西智樹、○山本耕司、冨岡公治、小西政秀、八木健真 

事務所：札幌市中央区南 4 条東 4 丁目 2-1 さくら総合会計ビル  TEL:011-200-2066   FAX011-200-2067  E-mail:sap-seihoku.ri2510@dao.or.jp 

HP アドレス: sapporo-seihoku-rc.com 

次回プログラム 2月 17日（木） 12：45～ 

『SDGｓについて「SDGｓ＝持続可能な開発目標」』 

 ㈱マックスドナ 取締役 村上 彩子 氏 

                                    ソング：日も星も風も 

 

菊田 等 会員：濱中様の入会を祝して。 

五十嵐信彰会員：卓話記念として。 

 

ニコニコＢＯＸ 


