
 

 

  

 

  

平成３０年 ３月２６日（月）第 1931回例会 

19：00   開会点鐘 

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「それでこそロータリー」 斉唱 

会長挨拶  金 定基  会長 

米山奨学金授与 (３月分) ＆ 修了式 
 王丽琴さん 

幹事報告 

≪ガバナー事務所より≫ 

①3月 18日・ＰＥＴＳ 分科会 資料 

≪他クラブより≫ 

①ＩＭ ＤＶＤ 

会長会議議事録  福井北 RCより 

 委員会報告 

① 例会出席報告 

② ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  外部卓話 

『 丸岡 RC40周年 祝辞 ＆ 
 プラティープ財団 40年の歩み 』 

＜お客様＞ 

プラティープ財団  

  理事長 Mrs.Prateep Ungsongtham Hata 

通訳  Mr.Mingbun Hata 

スラム街自衛消防組織の団員 

  Mr.Anant Wangpruek 

  Mr.Veeratep Nakpakdee 

 

20：00 閉会点鐘 

平成３０年３月２６日発行 

本日の例会  

平成３０年 ４月 ９日（月）第 1933回例会 
ロータリーの友（４月号）解説 

  前川雑誌広報ＩＴ委員 

平成３０年 ４月１６日（月）第 1934回例会 
報告会 ３月３６日～地区補助金活用事業 

タイバンコクのスラム街自衛消防団 

研修招聘事業について 

  東角国際奉仕委員長 

平成３０年 ４月２３日（月）第 1935回例会 
外部卓話  

 

平成３０年 ４月 ２日（月）第 1932回例会 
祝事   

外部卓話 丸岡城天守を国宝にする市民の会  

     理事長 大濃 孝尚 様 

     『 ＫＡＩＺＥＮ 』 

 

福井県内クラブ例会日・開催場所　

福井東・アオッサ3FWelAossa 福井南・繊協ビル8F大ホール

福井ﾌｪﾆｯｸｽ・ｸﾞﾗﾝﾕｱｰｽﾞﾌｸｲ

勝　山・勝山市民活動ｾﾝﾀｰ
武　生・武生商工会館
若　狭・ホテルせくみ屋

敦　賀・福井銀行敦賀支店2F
鯖江北・神明苑内 * 福井水仙・福井パレスホテル
大　野・大野商工会館1F

福　井・ユアーズホテルフクイ
武生府中・農協会館３Ｆ

鯖　江・鯖江商工会館３Ｆ
三　国・三国観光ホテル

福井あじさい・リバージュアケボノ

福井西・バードグリーンホテル

* 敦賀西・プラザ萬象

福井北・グランユアーズフクイ
*丸岡・城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀｰ

　　無印＝12:30開会　　＝19:00開会*

金 曜 日木 曜 日水 曜 日火 曜 日月 曜 日

今後の予定  

次回の例会  

ビジター受付のみ 12：00～12：30 

福井 RC 木 4/12 6/28 

福井南 RC 火 3/27 

福井あじさい RC 金 4/13 6/29 

三国 RC 金 3/30 4/27 6/22,29 

武生府中 RC 木 4/5,19 5/24,31 

大野 RC 水 4/4 5/23,30 6/27 

敦賀西 RC 木 4/5 

 
ビジター受付のみ 18：00～18：30 

福井ﾌｪﾆｯｸｽ RC 火 5/13 

 



 

気温の上下変化の大きい日が続いています。それに、インフルエンザは今でもまだ多

く、本日も学級閉鎖が出ています。体調管理には十分ご留意ください。 

今日はサッカーのキングカズ、三浦知良さんのお話をいたします。 

新聞社に、「三浦知良選手が、ある養護学校を頻繁に訪れている。」と言う情報が舞い込ん

だそうです。こういう情報の殆どはガセネタだそうですが、ひょっとして隠れた過去か何

か出てくるかもしれないと思った記者は、その養護学校を張り込んだそうです。張り込み

３日目に、高級スポーツカーがやってきて、三浦選手がサッカーボールを持って降りてき

ました。そして、集まってきた子供たちとサッカーを始めたそうです。子供たちの中には 

体の不自由な子も混じっていましたが、みんな懸命になって、転んでも転んでも起き上がり、泥んこになりなが

らボールを追っていました。しばらくして、サッカーを終えた三浦選手は「みんなありがとう。」といって手を振

り、スポーツカーに乗り込んでゆきました。記者は慌ててスポーツカーを止めて、「こういう施設に来て、子供た

ちとサッカーをしてあげるというのは、やはり好感度をあげるためとか、人気取りとかなんでしょうか。」と聞き

ました。三浦選手は突然飛び出してきた記者に少々驚きながら、「僕が彼らに何かをしてあげたって？逆に僕が

何かを貰っているようには見えなかったかい？」と言い残して、スポーツカーで去っていったそうです。 

「奉仕の心」と言うとお堅く言葉では伝えにくいものですが、カズ流にさわやかに言うと、こうなるのですね。 

 

 

金 定基 会長挨拶                           ３月１９日（月） 

 

 

 今日は、私個人の目線で、金融機関の大きく変化した点を中心にお話したいと思い

ます。 

それでは、まず、一つ目ですが、それは『融資審査』であります。 

私が信用金庫に入った頃は、皆さんも承知かと思いますが、担保・保証人そして保証

付きという保全面を重視した審査が当たり前の時代でありました。あの人は資産があ

るから、いくらまでなら大丈夫とかいう話がなされていたのです。そのもっと前の時

代では、〈歩積み〉という、今でいう優越的地位の乱用ともとられる融資方法も存在し

ていたと聞いております。 

〈歩積み〉とは、例えば１０００万円資金が必要な時、金融機関は１５００万円融資し、５００万円を預金として

拘束するといった融資をすることです。現在は、顧客保護といったことが重要視されるようになり、そのような〈歩

積み〉といった対応はなくなっていると思います。 

現在の融資審査体制は、担保、保証に依存しない対応

という流れが徐々に浸透してきております。企業の事業

内容、成長性を評価して融資を行うということです。今

後、担保、保証がなくなるわけではありませんが、かつ

ての融資審査方法とは大きく様変わりしてきていると

感じています。 

 二つ目は『不良債権』についてです。 

業況低迷により貸出金の当初の約定通りに返済が困難となれば、返済額の軽減を行ったりしますが、さらに業況が

悪くなると延滞になったりしてきます。それが長期化すると、いろいろなケースはあるものの、昔は月々たとえ１

万円でも返済するよう依頼をしておりました。当然、現在でも少額での返済依頼ということはございますが、ここ

１０年前からは〈債券売却〉というケースをとることも増えてきており、不良債権の早期の回収というスタンスに

なってきております。〈債券売却〉とは、当庫の貸出金の債権を引き取る会社へ売却するのですが、売却後苦情とな

ることは殆どないという状況です。 

 

 

『金融機関の昔と今』    福井信用金庫丸岡営業部 部長  中山 隆一郎 様 

下田 重道 雑誌広報ＩＴ副委員長 

 

外部卓話                      ３月１９日（月）  



 

 

 

 

 

 

 

三つ目は『ヒトの問題』です。 

私が信用金庫に入ったときは採用が甘かったです。言い換えれば誰でも採用された時代だったかもしれません。１

０人受ければ８，９人は採用された時代でしたが、今は３人に１人くらいしか採用していないと聞いております。

今なら、私は福井信用金庫に採用されていないかもしれません。人口減少、若手人材の都市部への流失により、年々

採用する人材の確保が困難になってくると考えられています。しかし、一方では、すでに、大手都市銀行で着手さ

れているようですが、ＡＩを導入することにより人員が削減されています。私どもの信用金庫も、近い将来そのよ

うな時期が来ることが考えられます。 

四つ目は『お客様が金融機関を選択する時代になった』という事です。 

このことが一番大きく変わった点です。かつては、預金金利も高く黙っていてもお客様の方から足を運んでいただ

けた時代でした。しかし、今は、預金金利も低く、魅力ある商品も少ないのが現状であります。商品内容に差がな

い、金利も差がないとした場合、お客様は当然に違った観点から選択するでしょう。例えば、いつもニコニコと対

応してくれる、お客さんの立場となって考えてくれる、店がきれいとかいう視点で選択されることも出てくると思

うのです。私ども福井信用金庫の課題の一つと思っています。 

以上、いろいろな業種、企業においても、時代の流れ、変化に伴い、同様に変化し対応してきていることと思い

ます。しかし、世の中の変化は今後も未来永劫に続くことでありまして、常に、その変化に対応すべく知恵を絞り

実践していくことが、求められると思います。そのためには、私ども福井信用金庫も変化に対応しながら、少しで

も皆様のお役に立てるよう取り組んでまいりますので、よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜会員感想＞ 

一番の差はやはり金利の差。１９８０年代の金利に戻ることはもう二度とないのでしょうか。バブル崩壊後も常

に変化と向き合ってきた金融機関は日本経済の要です。身近にいて企業の相談役として常に寄り添っていてもらい

たいものです。                                  （文責 倉田教信） 

 

 

 



 

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３３名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日 19時 00分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 委員長―下村晴夫 会報委員会 委員長―瀬野友伸  

委 員―倉田教信 竹内伸一 前川 徹 

川上純幸 

委員会報告                    ３月１９日（月）  

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 3 月 19日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 23,000円 633,000円 1,153,000円 

ロータリー財団 16,000円 474,100円 

米山記念奨学会 14,000円 354,000円 

 

◆ニコニコ箱◆      寄付者 １５名 

お客様  福井信用金庫 中山様 

金会長  「花冷え」が過ぎる頃までは、このような気候

が続くのでしょうね。 

林田幹事 中山さん 今日はよろしくお願いします。 

釣部   中山部長 卓話ありがとう御座います。 

下田   中山様 卓話ありがとうございます。 

奥村   福井信金丸岡営業部長中山隆一郎さん 本日

は卓話ありがとうございます。 

山下   中山さん 本日は卓話ありがとうございます。 

倉本   中山部長 本日や卓話ありがとうございます。 

倉田   福井信用金庫丸岡営業部部長中山隆一郎様 

卓話宜しくお願い致します。 

水﨑   タイ国訪問団の来福が来週に迫ってきました。

皆さんで温かく迎えましょう。 

本日は中山様 卓話宜しくお願いします。 

柿木   福井信用金庫中山部長様 本日は卓話宜しく

お願いします。 

松井   中山様 卓話宜しくお願いします。 

 

◆出席報告◆  出席委員会 

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

3/19 ３２ ２２ ７ ０ ３ 75.86% 

【メーキャップ】 3/19～3/23 事務局受付分 

  3/17 地区委員会  林田數一 3/26分 

  3/22 武生府中RC 柿木   3/26分 
 
 

 例会

日 
会員数 出 席 

ﾒｰｷｬｯ

ﾌﾟ 
欠席者 

出席免除者 

欠席 
修正出席率 

3/12 ３３ １８ ３ ９ ３ 70.00% 

 

◆ロータリー財団◆   寄付者 １２名 
釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 

水﨑 柿木   杉本 松井 川上 竹澤 

◆米山奨学会◆     寄付者 １０名 
釣部 林田千之 下田 金  奥村 林田恒正 

杉本 松井   川上 竹澤 

瀬野   中山様 卓話よろしくお願いします。 

川上   中山様 卓話よろしくお願い致します。 

竹澤   中山様 本日の卓話よろしくお願いします。 

 

 

2017-18年度地区補助金活用事業 

 タイバンコクのスラム街自衛消防団 研修招聘事業スケージュール（40周年記念事業） 

 

 

日 行程 内容 朝食 昼食 夕食 宿泊 ｻﾎﾟｰﾄ 備考

25
(日)

成田着⇒品川 移動
ホテル
（品川）

東角
ﾌﾟﾗﾃｨｰﾌﾟ氏、通訳、研
修生2名

26
(月)

品川⇒羽田空港⇒小松空港⇒東

尋坊・丸岡城⇒例会⇒小松屋⇒

たけくらべ

移動･観光･例会 ホテル 空港
例会後懇親会
（小松屋）

たけくら
べ温泉

東角
南（三国RC）
水崎

小松屋⇒たけくらべ
は、竹内車

27
(火)

たけくらべ温泉⇒坂井市役
所⇒丸岡高校⇒丸岡消防署

午前:表敬訪問
午後:嶺北丸岡消
防署で研修

たけくら
べ

一筆啓上
茶屋
そば

東角宅　ｶﾚｰ 東角宅 林田幹事･水崎･東角
表敬訪問後ﾌﾟﾗﾃｲｰﾌﾟ氏
芦原温泉駅⇒大阪駅

28
(水)

東角宅⇒丸岡消防署
嶺北丸岡消防署で
研修

東角宅 弁当 東角宅　ﾁﾗｼ寿司 東角宅 東角

29
(木)

東角宅⇒丸岡消防署
嶺北丸岡消防署で
研修

東角宅 弁当 水崎宅 すき焼き 水崎宅 水崎

30
(金)

水崎宅⇒支所前9:00
県内観光
ﾄﾏﾄﾏｲｸﾛﾊﾞｽ

水崎宅 外出先 西出宅　ﾗｰﾒﾝ 西出宅 水崎･東角･西出･STOB
STOB：ｽﾀﾃﾞｨﾂｱｰに参加
した高校生

31
(土)

福井⇒大阪  午前中 移動 西出宅 東角･西出


