
ｒｚ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

友好クラブ米沢上杉ロータリークラブより来訪❣  

 

 

■会長の時間              会長 坂田 師通 君 

私は、少年時代、短期間だ

けボーイスカウトに入り武末

さんのお父様等に大変お世話

になりました。大学生になっ

てから、大学のクラブにロー

バー隊があり、再びボーイス

カウトの世界に入りました。

医者になってからも、しばら

くの間、ボーイスカウト活動

の手伝いをしていました。 
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私が住んでいた川崎市のボーイスカウトの指導者に

は、どういうわけか城南信用金庫の方が多くいらして、

その方々が時々キャンプに誘って下さったりしていまし

た。その頃（約30年前）、城南信用金庫の方々は、熱

く自分達の第３代理事長である小原鐵五郎氏のことを語

っておられました。私が、そのキャンプに参加していた

目的のほとんどは城南信用金庫の女子行員の皆様（美人

が多かった）と親睦活動をすることでしたが、小原氏の

話は大変よく聞かされたものです。 

小原哲学と言われるものがあるので少し紹介します。 

① 裾野金融 

昭和４１年に金融制度調査会では、競争原理の導入

による金融効率化論議の中で信用金庫を株式会社に

して資本原理の下に大銀行に合併してしまおうとい

う案が出されました。それに対して小原氏は「中小

企業の育成発展、豊かな国民生活の実現、地域社会

繁栄の奉仕」という信用金庫の３つのビジョンにつ

いて語り「超資本主義で事を進めるならいつか貧富

の差が激しくなり、階級闘争が火を噴くかもしれな

い。平和な世の中を作るには信用金庫の存在こそ必

要ではないか」と述べ、「富士山の秀麗な姿には誰

しもが目を奪われるが、白雪に覆われた気高い頂は

大きく裾野を引いた稜線があってこそそびえる。日

本経済もそれと同じで大企業を富士の頂としたら、

それを支える中小企業の広大な裾野があってこそ、
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高鍋ロータリークラブテーマ 

『ロータリーの心を地域の人に届けよう』 

 

第 2730地区ガバナー   川原 篤雄 

中部分区ガバナー補佐   安田 秀一 

RIテーマ 『インスピレーションになろう』 

地区テーマ『プラスワンの考動を』 

10月の月間テーマ 

  経済と地域社会の発展月間・米山月間   

７．ＢＯＸ披露 

８．委員会報告 

９. 新会員卓話 

10．地区大会報告 

11．次週例会案内 

12. 点  鐘 

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

   それでこそロータリー 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間 

５．幹事報告 

６．出席報告 

 

本日の例会案内  

＊100万㌦ 

＊新会員卓話―横山隆君 

＊地区大会報告―川上君、三原君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

次週例会案内；11月 1日（2043回） 

＊月初めのセレモニー  ＊米山ランチ 

 ＊雑誌紹介  ＊月間卓話 

 ＊例会終了後理事会 

  

第 2041日回 例会内容（10/18） 

 

 

 

 



成り立つ。その大切な中小企業を支援するのが、信

用金庫であり、その役割は大きく使命は重い」と述

べ、結果的に信用金庫制度は存続されました。大蔵

官僚は、「クズ鉄」と揶揄したそうです。 

② 貸すも親切、貸さぬも親切 

「銀行は利息を得るためにお金を貸すが、我々組合

は、先様のところへ行ってお役に立つようにと言っ

てお金を貸す。たとえ担保が十分であり、高い利息

が得られたとしても、投機のための資金など先様に

とって不健全なお金は貸さない。貸したお金が先様

のお役に立ち、感謝されて返って来るような生きた

お金を貸さなければならない。」 

「銀行はお金を貸すことに目が行くが、信用金庫は

相互扶助を目的とした協同組織金融機関であり、ま

ず先様の立場に立って事業や生活の心配をし、知恵

を貸し、汗を流して、その発展繁栄に尽力すること

も大切であり、その上で資金が必要ならばご融資

し、お客様のためにならない資金ならお貸ししない

ことが親切である」と述べておられます。 

バブル期の失敗を考えると、大変意味深い話であり

ます。 

③ カードは麻薬 

小原氏は、アメリカ社会はクレジットカード漬けであり、

安易な借金にたよる結果、堅実に働いて将来に備える

という”勤勉貯蓄”の精神を失い。生活が破綻し、貧富の

差が拡大し、これが犯罪に増加などの社会不安を招い

ているとし、「カードは麻薬」と呼びました。 

来年、消費税率の引き上げに伴って、カードの利用がさ

らに拡大するものと思いますが、立ち止まって考える問

題かもしれません。 

④ 貯蓄興国、借金亡国 

豊かな国民生活の実現には、まず貯蓄奨励が必要で

ある。 

⑤ 銀行に成り下がるな 

信用金庫は「市街地信用組合は公共的な目的のため

に設立されたものであり、金儲けを目的とした銀行

とは違う」として、信用銀行ではなく信用金庫にな

ったそうであります。 

そうした先人達のプライドを知っていたので、「銀行

に成り下がるつもりですか」と部下を叱りつけたそ

うであります。 

⑥ 人の性は善なり。人柄に貸せ 

小原氏は、世間から山師と蔑視され、乱暴で相手に

されなかった人間からの融資の相談に対しても、色

眼鏡で見ず、ひとりの人間として丁寧に接し、相手

の人柄が信頼でき、大丈夫と判断して「私はあなた

を信頼します」と告げ融資を行ったそうです。 

「融資にあたって、担保主義ではなく、その人が真

面目な人柄であり将来その事業が必ず成功すると思

えばお貸しすべきである」と教えられたそうです。 

⑦ 産業金融に徹する 

「銀行は晴れた日には傘を貸して、雨が降り出すと

取り上げるというが、信用金庫はそういうことでは 

  いけない」 

「企業に対しては、相手の立場に立って、低利の良質な

資金を安定的に供給し、その健全な育成発展に貢献する

ことが金融機関の使命である」と述べ「産業金融」と称

しておられました。 

今日は、橋田和美先生が来られているので、ボーイス

カウト繋がりで、小原鐵五郎氏の話をしてしまいまし

た。自分の足元を見る時、小原哲学も、1つの大事な道

しるべのように思います。私の只 1つの残念は、30年前

城南信用金庫の女子行員の誰とも、結果的に深い関係な

れなかったことであります。 

 

■幹事報告          幹事 橋口 清和 君 

＜文書案内＞ 

＊第Ⅵ期2730RLIパート2の 

再案内 

日時 2018年11月25日 

    9：20～15：30 

場所 鹿児島大学農学部 

登録料6,000円＋1,000円 

  

＜理事会報告 2018.10.11＞ 

1.女川町長講演会の件 （11月6日開催）  

開催経費はニコニコBOXより拠出で承認 

2.富井真紀様講演会の件（12月7日開催） 

  10月中に実行委員会開催する。 

ポリオバッチ配布、チラシ作成、 

費用についてはニコニコBOXより拠出で承認 

3.米沢上杉RCの古山氏、小関氏来訪の件（10月17日） 

  花いちもんめにて歓迎会開催を 承認 

   

 

☆外部卓話   石井十次の会会長 橋田 和実 様 

     

 

   

 

   
ビジター 古山裕喜君     ビジター 小関利英君 

 



 

    

講師紹介         次週例会案内 

プログラム委員長 石田君     副幹事 野添君 

 

 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員 板垣 衛 君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【古山裕喜様】突然の貴クラブ 

訪問に対し、いつも変わら 

ない心温かな皆様に感謝い 

たします。 

【小関利英様】今日はメークさ 

せて頂きありがとうござい 

ます。これからも長いお付 

き合いお願いします。 

【坂田師通君】橋田和美様をお迎えして。 

  古山様、小関様ようこそ高鍋に。昨夜はありがとうご 

ざいました。 

【橋口清和君】ゲスト橋田和美様本日は宜しくお願い致 

します。ようこそ米沢上杉RCの古山様、小関様遠路 

有難うございます。とても嬉しいです。 

【松尾正博君】ゲスト橋田様、古山様、小関様をお迎え 

して。ありがとうございます。 

【図師義孝君】ようこそ高鍋へ。古山様、小関様をお迎 

えして。ありがとうございます。 

【岩切洋君】先日井上博功さんの代わりにゴルフに参加 

させて頂き、な、なんと人生初のホールインワンを 

達成！ 当日一緒にラウンドして頂いた図師さんと 

参加されなかった井上さんに感謝します。 

【藤本範行君】米沢からはるばるおいでくださいました 

古山様、小関様ようこそ高鍋へ！ 

橋田様本日は卓話を楽しみにしています。よろしく 

お願いします。 

【長濱博君】大変敬愛しております橋田前市長をお迎え 

して。米沢上杉RC古山親方、小関様をお迎えして。 

【野添勝久君】小関さん、古山さん本日はありがとうご 

ざいます。元季君先日は大変ありがとうございまし 

た。お礼はＢＯＸにいれますね。 

【山道義孝君】結婚記念祝日、去年に続いて今年も忘れ 

ていました。1週遅れのお礼です。 

 

 

 

 

 

 

■出席報告          出席委員 向山 健一 君   

 

出席報告（10/18）       

正 会 員 総 数 44名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 79.07％ 

修正出席率 81.40％ 

  

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 地区大会 （2018.10.13-14）    

於；鹿児島市民文化ホール 

 

 

  

   

   

 

 

 

 


