
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THE ROTARY CLUB OF TAKATSUKI  国際ロータリー 第２６６０地区 

  

  

高槻ロータリークラブ 
２０１６～２０１７ 

WEEKLY BULLETIN 

四つのテスト 

Ⅰ．真実かどうか 

Ⅱ．みんなに公平か 

Ⅲ．好意と友情を深めるか 

Ⅳ．みんなの為になるかどうか 

事務所 オーロラモール高槻西武６階 〒569-1116 高槻市白梅町 4-1 

    TEL 072-683-1158 FAX 072-683-1174 

    E-mail takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp 

例会日 毎週水曜日 12:30～13:30 

例会場 オーロラモール高槻西武６階 多目的ホール TEL 072-684-5379 

創 立 1954 年 6 月 15 日 

会長 藤井敏雄 幹事 入谷治夫 クラブ運営委員長 小阪大輔 会報担当副委員長 山室匡史 

 
年次総会 

 

◎国歌･･･君が代 

◎ソング･･･奉仕の理想 

◎誕生・結婚・入会記念月御祝 

◎創業記念月御祝 

◎卓話 スピーカー 深野 裕一君 

    テーマ  「人権・差別について」 

◎例会後の行事 12 月度定例理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3053 回 本日（12/7）の例会 

（  ）の例会 

 
 

◎ソング･･･四つのテスト 

◎卓話･･･スピーカー  山室 匡史君 

     テーマ「離婚と子の連れ去り問題」 

◎例会後の行事 

     第１回被選理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3054 回 次週（12/14）の例会 

No.20 2016 年 12 月 7 日 発行 

ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長 

 

 

人類に奉仕するロータリー  ROTARY SERVING HUMANITY 

会員数 出席者数 出席率 

52 名 42 名 83.33 ％ 

前々回例会補正後出席率   93.75 ％ 

但し、 Mup 6 名   欠席者 3 名 

出席規定摘用免除有資格者  4 名 

 

 

 

 

 

◎出席報告 

12月は疾病予防と治療月刊 

※ 12/21 → 12/23（金・祝）忘年家族例会 

※ 12/28 定款による休会 

※ 2017 年 1 月 11 日（水）3RC 新年合同例会 

      12：30～ 山水館 

12 月度 記念月御祝 

◎誕生記念 

  松下 喜八郎君   稲富 博文 君 

伊藤 智秋 君   藤松 功治 君   

 

◎結婚記念 

  松下喜八郎・節子御夫妻     55 周年 

  川面 智義・晶子御夫妻     49 周年 

  藤松 功治・美奈子御夫妻    23 周年 

  小阪 大輔・由里子御夫妻     7 周年 

 

◎入会記念 

  川畑 孝彦君          14 周年 

  西澤 直紀君           1 周年 

  
12 月度 創業記念月御祝 

 

 篠原 光子君  大阪歯科大学 

         Ｍ44.12      105 周年 

 西澤 直紀君  野村證券㈱ 

         Ｔ14.12.25     91 周年 

 橋本 憲治君  寿酒造㈱ 

        Ｓ26.12（創業 1822 年）65 周年 

 倉本  進君  ㈱くらもと 

         Ｓ40.12.15     51 周年 

 羽根田茂子君  羽根田司法書士事務所 

         Ｓ47.12       44 周年 

 西田 直弘君  ㈱西田本店 

         Ｈ2.12.12      26 周年 

 山室 匡史君  山室・岡田法律事務所 

         Ｈ27.12       1 周年 

mailto:takatsuki.rc@bird.oce.ne.jp


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

◎ゲスト・ビジター           計 1 名 

 本田 孔子様 （大阪ＲＣ） 眼科医 

 

◎幹事報告 

・12月のロータリートは、1＄＝106 円です。 
・大阪心斎橋 RC、摂津 RCより例会変更及び例会場変更

の連絡が届いております。 
・大阪うつぼＲＣより例会場変更のお知らせが届いて
おります。 2017年 1 月よりホテルモントレ大阪で
の開催となります。メーキャップの折にはご確認く
ださい。 

◎委員会報告 

○クラブ研修委員会           清水 利男 
 16日の第 2回情報集会には多数のご参加をいただきま
して大変ありがとうございました。予定時間よりオー
バーいたしましたが、皆さんの考える職業奉仕につい
て活発な意見交換ができたのではないかと思います。
あと 12～13 名の方がご意見を提出頂けておりません
ので、必ずご提出くださいますようお願いいたします。
全員からのご提出いただけましたら、皆様にフィード
バックをいたします。 

〇職業奉仕委員会            坂野 信一 
 本日 18：00～「洋食を楽しむ会」を開催いたします。 
 特別メニュー（イタリアンコース）をご用意いただき、

9 種類のワインを合せてマリア―ジュを楽しんでいた
だきます。アルコールを飲まれない方にもノンアルコ
ール 9種類をご用意しております。また 3 名迄であれ
ばお席に余裕もございますので、ご参加希望の方は例
会後にお申し付けください。 

〇Ｒ財団                井前 憲司 
 先だって皆様にご協力いただきましたロータリー財団

100周年記念ポリオプラス基金ですが、￥345,000-集
まりました。1 人当たり 66.42＄で目標を越えることが
できました。ありがとうございました。まだお支払に
なられていない方は本日中に受付にて集金しておりま
すので、よろしくお願いいたします。 

〇その他                伊藤 智秋 
 11月 20日関西大学・大阪医科大学・大阪薬科大学医
工薬連環科学教育研究機構主催「自由研究コンテスト
2016」の第二次審査に行ってまいりました。毎年、当
クラブから「高槻ロータリー賞」を出しております。
この自由研究コンテストが文部科学大臣表彰を受賞し
ましたのでご報告いたします。 

先週（11/30）の例会から 

◎会長の時間 

「ノルウェー政府年金基金」 
先日、シンガポールの国づくりについてお話いたしま

した。今日は、そのシンガポールで情報を得る中で、ノ

ルウェーの国づくりを研究しているとの話があり、うち

の若い人に調べてもらっていました。先週届いたレポー

トは大変興味深く、ご紹介したいと思います。 

ノルウェーの人口は約 500万人でシンガポールと同じ

です。そして、国民一人当たりのＧＤＰはいつもスイス、

ルクセンブルグとトップを争っています。他の 2か国が

金融立国であるのに対しノルウェーは資源国です。(一人

当たり 75千ドル、日本は 32 千ドルで、26位）ノルウェ

ーは、もともと林業と漁業の国でした。ノルウェーのサ

ーモンは世界一の出荷高を誇っています。そこに 1970年

代石油資源のあることが分かったのです。ノルウェー人

は複雑な心境だったようです。勤勉な国民であっただけ

に、将来の暮らしや価値観が変わるのではないかと迷っ

たらしいのです。議論の末、国指導の石油会社を設立し、

子孫のためにその利益を蓄えておくことにしました。石

油基金が設立され、最近になって政府年金基金と改称さ

れ、石油、天然ガスの利益がせっせとつぎ込まれていま

す。その額は、現在 85兆円となっています。日本の年金

基金は 140兆円程です。ノルウェーの人口 500万人です

から、一人当たりにしますと 1,700万円となり日本の 15

倍となります。  

ここまで積み上がりますと、その運用益が大きく貢献

してきます。事実、ここ数年は資産が 20～30％の割合で

積みあがっています。資源国プラス金融国になってきた

のですから、実力は群を抜いています。しかし国民は実

に質素に暮らしています。資産の運用方針も、超優良企

業に絞って投資しており、健全にやっています。絶対に

損をさせないことで有名な投資顧問会社であるブラック

ロック社の上位顧客で、かつ 6％の株主になっているくら

いです。 

余談ですが、ブラックロック社はアセットマネジメン

ト会社の最大手で、現在の資産運用残高は 500兆円とな

り日本のＧＤＰを上回りました。社長のローレンス フィ

ンク氏は、ヒラリーが大統領になっていれば、財務長官

になる筈でした。 

先日紹介しました、シンガポールの国作りはアウトソ

ーシング、つまり外部の力を利用する事でした。資源の

ない国ですから仕方ありませんが、異変があった時、外

国資本や技術が引き揚げたら国は持たなくなります。シ

ンガポールがノルウェーを研究している理由が分かった

ような気がします。  

◎卓話 

 スピーカー･･･川面 智義 

        「 故郷、小田原 」 

この場所に立たせて頂くのも久しぶりです。 

15分という事で何をお話したら良いか迷います。事務

局から題名はという事で「故郷 小田原」のお話をさせ

て頂きます。 

私は 1941年（昭和 16年 11月 5 日生まれ 75歳です。

25歳まで小田原住まいでした。故郷小田原は年間を通じ

て温暖気候で都会に近く、山 海 丹沢山から流れる酒

匂川と流域の農業と食うに困らない幸が住民を潤し、特

によそ様の世話になることもなく結構、地元育ちの結束

が固く大人になってもよく仲間同士で遊んでいます。 

最近当社の神奈川支店で大規模な倉庫が必要になり小

田原の仲間に声を掛けると工場が空いているという事で

破格な相場で提供してくれ、各種の設備 什器備品の調

達も各分野で活躍している仲間達が協力してくれて、あ

っという間に完成致しました。落成後の祝杯も多くの仲

間達が集まってくれて楽しい時間をすごしました。 

振り返れば、私は、成り行きで関西を拠点にして会社

を創業しましたが、今なお会社経営にあくせくしている

自分は、ここに集い和気あいあいと語らう皆と比べて、

つまらない人生を送っているなあ、と消沈していますと

仲間の一人が「立派な倉庫落成は嬉しいけど、これでお

前も苦労が１つ増えたな、とにかく頑張れよと言うしか

ない」この何気ない言葉がジーンと胸に響きました。そ

して、気遣ってくれる仲間がいるのだから、頑張るしか

ないかと思いを新たにしました。 

思えば、私が誕生した１ヶ月後、12月 8日にハワイ真

珠湾を奇襲攻撃し太平洋戦争が勃発しました。 

翌１月にはラバウルまで侵攻して予想より早い快進撃で

した。が、次第に暗雲が垂れこみ、戦局は悪くなるばか 

Ｒ財団表彰 

 
   藤井 敏雄君   

ベネファクター 
   内本  繁君   

ポール・ハリス・フェロー 



 

  

りで、とうとう本土空襲へと拡大し小田原も大空襲を受け

ました。子供を守らねばという両親の尊い愛情のお蔭で生

きることが出来たと感謝しています。 

2014年のＮＨＫ連続テレビドラマ「花子とアン」2016

年「とと姉ちゃん」、「べっぴんさん」にも焼野原 バラッ

ク住宅 戦災孤児 進駐軍 闇市 食糧難と必死で生き

る住民の生活が映り出されています。小田原地区は食糧に

はあまり困らなかった様です。 

小学生の間は、「サザエさん」一家のカツオちゃんと同

じで、両親は何を言っても無駄だと達見していて時には雷

が落ちたものの勉強しろとは言わなくなりました。以前に

誕生卓話でお話したかと思いますが、さすがに中学生にな

ると先生 両親から「少しは勉強しろ」と叱咤激励が厳し

くなりましたが、それでも勉強しませんでした。でも、学

校には一日も休まず遊びに行っていました。ごうを煮やし

た父からある日「丁稚に行け」と言われましたが、丁稚と

いうのがよく解らず母に聞いたところ、これはとても身が

持たないと思い、少しぐらいは勉強した方がいいかなあと

思う程度でした。 

仲間達も親が高校ぐらいは出しておかねばと、説得され

連れもって遊ぶ仲間が少なくなり、仕方なく、出来るだけ

勉強しなくてよさそうな地元高校の商業科に入学するこ

とにしました。なにしろレベルが低いので試験前に少し勉

強すると学年で 2～3番になり、皆から頭がいいなあと褒

められ、クラスにいる 10 人位の女子からも声を掛けられ

たりしてにやけていました。 

さて、高校卒業の時期となり、就職ということで、幸い

銀行頭取になった叔父さんを訪ねて母と一緒にお願いに

行きました、すると「どんな大学でもよい大学と名のつく

大学を卒業してから改めて来なさい」と言われてしまいま

した。学校の担任に報告すると「これからは化学の時代に

なる勉強しろ」と励まされたものの、うんざりしました。

ここで又、どこか簡単に入学出来る大学はないだろうかと

探したところ、横浜にある歴史のある、ミッションスクー

ルの関東学院大学が工業化学科を新設すると聞き、応募者

も少ないと判断し応募したものの、同じような不謹慎な輩

が多くいて入学は難しい倍率になっていました。今から思

うとその時は多少真面目に勉強したのかなあと思います。 

何とか入学してしまうと、又、怠け癖が頭をもたげて、

3～4回生になると課題を持っての実験が多くなり、身が入

らず、実験室には教授より遅く入室し教授より早く帰る、

を繰り返していると、「規律が乱れるからもう実験室には

来なくていい」と教授から立ち入り禁止を宣告されてしま

いました。これでは、4年で卒業できないなあと覚悟して

ところ、教授から、お前のようなのが学校にいると皆が迷

惑するからと、バッテリーメーカーの湯浅電池に研修を命

じられました。行ってみたものの、国立大学のエリートば

かりで、ここでいくら頑張っても出世はおぼつかないと思

い研修から退散しました。 

どこか、いい会社はないものかと物色していると、地元

の会社で新聞やマスコミで第 2のソニーと騒がれているヤ

ギシタ電機という会社が見つかり応募することにしまし

た。この会社には社員が 1,500人おり、今回は学卒 10人

の募集でした。これに対して 120人が応募しており、これ

は無理な話や何か戦略がないか「そうだ、秀吉流 一夜城

で北条は落城だと、まず、会社役員名簿を検索したところ、

なんと、学校の先輩がみつかり、当たって砕けろ、なんと

かなると、早速自宅に挨拶に行きました。3回ほど行き、

当たり障りのない試験の話の中でヒント得、又先輩の性格

などを判断材料とした出題の傾向がつかめ、的を絞り 3ヶ

日、徹夜の勉強をしました。後にも先にもこれほど真剣に

勉強したのは初めての経験でした。 

この甲斐あり見事に入社が決まりました。入社式で成績

が良かったので社長からこの会社の繁栄は君にかかって

いる頑張りたまえと激励されたものの心は恥ずかしさで 
一杯でした。入社後私は研究室に配属されましたが、2年 

もすると上司が次々と退職し私が研究室のトップにな

ってしまいました。この研究室もなくなり、私は技術部

に配属され製品の不良処理が主な仕事となり、役員は日

立からの役員が増え会社の雰囲気も変わってしまいま

した。私は不良対策で関西出張が多くなり大阪支店の駐

在員のようになりました。場所は梅田の新阪急ホテルの

前の全日空ビル 5階で当時このビルに入居している会社

は日本を代表する会社ばかりで私も背広もオーダーメ

イドし胸をはっていました。 

この気分も束の間、会社の合理化が進み営業は関東集

中となり大阪支店は閉鎖と決まり、当時の常務と客先に

挨拶に行きましたが客先、どの会社からも困ると切望さ

れてしまいました。帰りの車中で常務から君がやりなさ

いといわれてしまいました。色々な末、大阪支店を引き

継ぐことになり会社を設立しました。 

会社の名前ですが、当時 三菱電機 三洋電気との取

引がありその三を戴き、これからは、優雅に過ごしたい

なあと念じて、この雅をつけて三雅産業としました。27

歳当時の私の給与は 6～7 万でしたが、数年で億に近い

金が自由になりました。 

当時 旭硝子に勤務する友人がいてエスカレーター

のステップ側面のガラスを売り込もうと活動しました。

大阪梅田の旭ガラスの支店で打ち合わせしていました

が、この 12～13人は全員関東人で応援するから何かい

っしょに大仕事しようと意気投合してしまいました。私

が工場建設と人集め設備、客先は彼等という段取りでグ

ラスウールの加工工場を立ち上げました。当時の炊飯器

の保温材として、冷蔵庫の断熱材 高速道路の防音材と

して需要が旺盛でした。従業員も 80人となり業績好調

で浮かれていました。 

しかし、時代に対する読みが外れ、保温材は耐熱発泡

スチロールに代わり、当時の石油ショックで仕事が継続

せず、借金が膨らみ、これ以上継続は倒産と見極めて閉

鎖しました。42才でした。社員も 3人となり再度本業の

電機電子部品の販売に戻りました、その後も余裕が出来

ると隣の花は赤く見え、手を出しては痛い目に何度か合

されました。このへんの話は、2日 3日費やしても話し

終えません。 

5 年程前の新社屋落成式で賓客から「川面さんもうち

ょっと後 先のことを慎重に考えていたらこんなビル

の 1 つや 2つ何年も前に建っとるで」と言われてしまい

ました、考えてみると苦労を自ら招いたような人生でし

たが、この 75歳になっても出社すると何か面白いこと

はないかいい商談はないかなあ、今度は、Ｍ＆Ａやなあ

と思ってしまう毎日です。 

私が入会したのは、決してロータリー精神に魅惑され

たからでなく水が合わねば退会すればいいとの気持ち

でしたが、入会勧誘の熱意、真摯な対応にやはり屈服し

たと今では感謝しています。現在、14 番目の古参、年齢

では 12番目の年寄りです。先日ブログでロータリーク

ラブに卓話を依頼されて講演した人の記事がありまし

た。講演したところ私語があり会員の半分は居眠りして

いる、2度と講演はお断りや、とんでもない人の集まり

や、とありました。 

今、私は戦略委員会の委員長を任じられていますが、

委員会会議も 2回目が終わり魅力的な活気溢れるクラブ

に変化させ楽しいクラブを創るのを目的で着々と進捗

しています。会員全員の委員会です。これから色々と協

力をお願い致します。この 15 分卓話という事で「卓話

とは」で調べて見ますと。卓は机、話はスピーチで卓話

となり、日本の辞書にないロータリー用語だそうです。

卓は抜きんでている、優れている、の意味で優れた論説、

意見などに使われるそうです。要するに優れた話という

ことです。今日の卓話は評価の基準外であったかもしれ

ませんが終わってほっとしました。ご清聴有難ございま

した。                   以 上 

 

                                        

以上 



 

  

スピーカー･･･川脇 健  

「信用金庫とは、何者か･･･」 
～街で看板を良く見かけるけど意外と知らない！ 

      銀行等とはどこが違うの？～ 
１．制度面から 
① 取扱商品や業務内容は、信用金庫、組合、銀行も 

殆ど変りません。金融サービスは同じでも、経営 
理念の違いで組織の在り方が其々、異なります。 
朝鮮動乱時の 1951 年（昭和 26 年）に制定された 
信用金庫法に基づいて、「会員」が協同組織を担 
う地域密着型の金融機関が信用金庫です。（年に 
１回の総代会が我々の国会です）これを・・・ 
平たく言えば、「預金は日本全国、何処からでも 
預かってもいいけれども、貸出しするのは会員だ 
け」。今風に言えば、ミスマッチの少し、不揃い 
の法律がものすごくヒットする事になった。都道 
府県の地方自治体の監督下では無く、財務省地方 
財務局の監督下に置かれ、銀行と同じく、定期的 
な財務局考査を受け、日銀と取引すれば、同様な 
考査受も受けている。 

（参考資料） 
＜業態による違い＞ 

区分 銀行 信用金庫 信用組合 

根拠

法 

銀行法 信用金庫法 中小企業等協同組

合法（金融事業に関

する法律） 

設立

目的 

国民大

衆の為

に金融

の円滑

化を図

る 

国民大衆の為に金

融の円滑を図り、

その貯蓄の増強に

資する 

組合員の相互扶助

を目的とし、組合員

の経済的地位の向

上を図る 

組織 株式会

社組織

の営利

法人 

利益を

出し、株

主還元 

会員の出資による

協同組織の非営利

法人 

組合員出資による

協同組織の非営利

法人 

会員

（組

合員）

資格 

なし （地区内に於い

て） 

①住所または居所

を有する者 

②事業を行う小規

模の事業者・役

員 

③勤労に従事する

者 

＜事業者の制限＞ 

従業員 300人以下

又は、資本金 9億

円以下の事業者 

（  、、   ） 

①②③は同じ 

＜事業者の制限＞ 

従業員 300人又は、

資本金 3億円以下 

① 卸売業―100

人、１億円 

② 売業―50人、

又は 5千万円 

③ ービス業― 

100人、または

5千万円 

業務

範囲 

制限 

なし 

・預金は制限なし 

・融資は原則とし

て 

会員を対象とする

が、700万円以下の

員外貸出、預担 OK。

（卒業生金融も有

り） 

原則：組合員。 

組合員外は総預金

の 20％迄 OK。 

（卒業生金融無し） 

 

 

２．信用金庫の背後にある歴史的な背景から・・・ 

＜明治期＞ 

① 明治維新を契機として、国策である富国強兵、重工

業偏重の下、資本の集中が激化し、各地方・地域の

農民・中小、零細な商工業者に資金が回らなくなり、

資金不足に陥ったことから、金融的弱者に金融の円

滑化を図る事を目的に、1900 年（明治 33年）産業

組合法が制定されました。 

欧米以外の地域で、当然、アジアで最初の協同組合を

法律により規定した画期的な法律でした。この法律が、

現在の信金・信組・農協・生協のルーツとなっていま

す。 

 そこで、先ずは協同組織の先駆者から… 

②・非営利法人共同組織の先祖には立派な方が多い。そ

の地域では一定の評価はされているが、日本全国レベ

ルでは飛び抜けて有名ではない。 

その代表的な人物から・・・ 

● 品川弥次郎→長州藩士。松下村塾に学ぶ。松陰評価：

（温厚・正直・人情に厚く、飾らない。抜きん出た

所は無いが、心が広く、奥深いのが優れている）。高

杉らと、英国公使館焼き討ち、蛤御門の変に参戦。

奇兵隊創設尽力。戊辰戦争参戦。「トコトンヤレ節」

作詞者。プロシャ（北ドイツ地方）留学。のち、内

務大臣。子爵。独逸学協会学校（独協大学）創立者。 

● 平田東助→米沢藩士。藩医の子。秀才。慶応義塾に

学び、岩倉遣欧使節団に参加。独逸で品川に出会い

意気投合、以後、品川と同行。イギリス産業革命に

後れを取っていたプロシャ（ドイツ）に８年滞在（日

本の事情に近いことから）。ハイデルベルグ大学 Pｈ

D。内務、農商務大臣。伯爵。 

 ・ 上記の人物達は、当時の日本の近代化と経済事情が

符合していたところから、ヨーロッパの中で比較的、

後れを取っていたプロシャ（北ドイツ）を参考に、

都市中産階級対象の市街地型信用組合、小規模農民

対象の農業生産者協同組合の原型を研究。 

 ・ 別途、二宮金次郎の報徳社の精神（＝小を積んで大

を成す）も日本型資本主義の心の下敷きにはなって

いる。これらプロシャの考え方は今も信用金庫法の

中に脈々と流れている。 

・「組合（＝会員）は土着（地域共同体）構成員の結 

 合により成立」すべきである。（地域限定） 

・「組合員代表者（＝会員総代）を、地域構成員の中 

 から厳しく選ぶことによって徳義という共同体の 

 モラルが、信用供与に伴うリスクを防止する。  

…戦前はこれら考え方により、農村・市街地信用組合

が誕生。大正期に預金者保護等の考え 

方が成立、また監督官庁が農林省、大蔵省へと個々

に分離した歴史を背負っている。 

やっと、これが本論となりますが・・・ 

３．信用金庫法の成立への道のり・・・ 

 ＜戦後＞ 

・戦後の復興期の経済状況は、維新期の状況と同じく、

インフラ再建のために重工業等に資本が集中。地域の

小事業者には資金が回らなくなり、中小企業等への資

金が枯渇。 

・学徒動員等から復員してきた若手大蔵官僚が、民主主

義国のお手本である米国のコミュテイ・バンク、特に、

カナダのケベック州にある（デジャルダン・グループ）

＝ケイス・ポピﾕレール（庶民金庫）等の民主主義国の

信用組合制度を研究。 

・規制裁量では無く、大蔵省認可事項として、預金は日

本全国から預かることができ、手形割引もできる（公

益法人でもなく、営利法人でも無い）中間法人として

信用金庫法が公布・施行された。 

・単独法として、名称を検討する際に、「信用銀行」や「庶 

  
着きました。 

・折衷案として、当時の政府系金融機関は「庶民



 ◎ニコニコ箱報告 
・川面さん、川脇さん、卓話をありがとうございます。

朝倉君 
・国際奉仕委員会の皆さん、受付担当お世話をおかけし、 

ありがとうございました。         河合君 
・卓話の時間をいただき、ありがとうございました。 
                      川面君 
・拙い卓話お聞きいただきありがとうございました。 
                      川脇君 
・皆出席表彰を頂いてありがとうございました。仲田君                      

 

        本日の合計  ￥  25,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 1,130,000– 

 

◎R 財団への寄付 

 河合 一人君 ￥5,000- 川面 智義君 ￥5,000- 

 

        本日の合計  ￥ 10,000- 

      7/1よりの累計  ￥ 430,000- 

           一人当たり平均 ＄82.78 

 

 

       

民銀行」等、色々な意見が出ましたが、戦前からの市街地

信用組合の先人達が大反対。「銀行」と言う名称は使わな

いことに落ち着きました。 

・折衷案として、当時の政府系金融機関は「庶民金庫」・「恩 

給金庫」・「復興金庫」と言う名称で、非営利性の金融機関

として機能していたことから、「金庫」と言う語を名称に

盛り込もうということになり、「信用金庫」という新名称

が誕生しました。 

・この時に、全国で 560の信用金庫が誕生。大阪府内では

34信金誕生。今に至るも、当時に信用金庫になった金庫を

除き、新たに信用金庫の免許を取得し、認可された信用金

庫は無い。 

 金融機関の歴史は合併の歴史でもあるが、信金も例外な 

 く、合併により、現在 265金庫。預金 134兆円。貸出金 

 67 兆円。大阪府内 7 金庫となっています。 

● 最後に、信用金庫が持って生まれた宿命ですが・・・ 

・信金業界で良く言われているのは、田舎では成功するが、

大都会では駄目と言う話があります。 

 例えば、愛知県岡崎市の岡崎信金は、岡崎の日本銀行と 

言われています。その信金の土壌として、中規模の都会が 

必要だと言われています。 

日本最大の信金がある京都も、大都会の顔を持った偉大 

な田舎。 

このような事情の根底に流れているのは、信用金庫は中 

小・零細企業を初め、弱者救済を地域の協同組織でしなさ

いと言う使命を、信用金庫法で与えられているからであ

り、我々は、それが当たり前で、それを除けば、信用金庫

の特徴が無くなってしまう。 

当然、信用金庫の必要条件は、健全経営。それも、信金 

の理念を生かした経営が必須。 

当然、助け合いだけではなく、しかるべき利息を貰って 

しかるべき経営をすることは義務である。 

この根底には 

「地域に根差した助け合い精神」が流れていると思ってい

ます。 

 結論・・・ 

● バブル崩壊時、信金が生き残っているのは、金融業の 

みの他業態と違い、狭い地域社会を共有し、協同組織と言

う、大袈裟に言わば国民運動的な助け合い精神が基盤にな

っているのでは無いかと思う。        以上 

 

 


