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BE THE INSPIRATION

　一昨年の 11月に入会させていただきました勝田道文
です。伝統ある平塚ロータリークラブに入会させていただ
きまして、改めて御礼申し上げます。
　本日は私の生い立ちや家族、横浜銀行での仕事のこと
などをお話させていただこうと思っております。私は昭和
44年 2月生まれで、来月50歳となります。私の父は千葉
県出身、母は東京都出身です。生まれは東京都港区で
幼少期には母方の祖父母と住んでおりましたが、その後
神奈川県相模原市を経て米軍キャンプのある座間市に結
婚するまでおりました。
　ということで東京生まれと言いたいところなのですが、
残念ながら華やかな東京の記憶はほとんどないため、人
に聞かれた際には出身は神奈川県と答えております。
　家族は大学時代の同級生であった妻と社会人 1年目の
長女、大学 2年生になる長男と4人家族です。趣味は学
生時代からサーフィンをやっております。若いころはハワ
イやバリ島などのサーフィン旅行に良く行きましたが、最
近では健康維持のため毎週自宅近くの海に入っております。
なお、私が入社した時代はサーフィンをやっている人たち
の素行に問題があるケースが多く、銀行員で趣味がサー
フィンと言うと白い目で見られており当行内でおそらく私
一人という状態が長らく続きました。しかし最近ではマナー
も向上し当行でも多くの行員が趣味でサーフィンをして
いることを嬉しく思っています。サーフィンに関しては定
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期的に友人達と波乗り旅行に出かけますが、近年では自
分も含めて高齢化が進んでおり家族からはまたおじさん達
の慰安旅行と行くのと言われています。

　社会人になったのはバブルの終わりかけの平成 4 年
です。先ほどお話させて頂いたとおり学生時代はサーフィ
ンとアルバイトに明け暮れておりまして、学業面において
は成績は4年間で優が4つ、語学については本来1年生
で終わるものを4年生になっても受けているといった散々
な状況にありましたが、バブルの余韻もあって横浜銀行
に滑り込むことができました。最近の学生は非常に優秀
で勉強もしており一昨年長女が就職活動をしていた際に
はパパの話は全く参考にならないと言われ役立たず扱い
を受けてしまいました。

　入行は厚木の更に奥の愛川町にある愛川支店、その後、
みなとみらいにある本店営業部、相模原駅前支店、本店
の融資部を経て温泉のある観光地の湯河原支店長、東京
の新橋支店長を経て一昨年の 10月に平塚支店に着任し
ております。今年で 27 年目の銀行員生活を迎えますが
その中でも特に 6 年間在籍した融資部時代の思い出が
印象に残っており少しお話させて頂きます。
皆様からすると銀行の融資部というとテレビドラマ等で見
るように営業店から上がってくる融資の案件を厳しく審査
し、まさにネガティブな銀行員のイメージの典型的な部
署に見えると思いますが、半分程度はそれに近いものも
あるかと思います。ただ私が所属していた部署は融資部
の中でも経営サポート室という所でお客様経営課題の解
決をサポートするという目的で作られた部署でした。

メインは事業再生をお取引先企業の中に入ってお手伝い
する仕事、一般的にはハンズオン支援が主になります。
また、事業再生というと業績不振が大半で外部機関や弁
護士事務所などと連携して債権放棄や事業再生ＡＤＲを
仕掛けていく業務もありました。ただ当時の上司からは
これからの銀行は融資関連だけではなく経営課題を一緒
に考え対応していくことが出来なければ生き残れないと
つねに言われ続けておりました。
その中で一番の思い出は、創業者を中心に業績進展が著
しい取引先がふとした創業者のコンプライアンス違反で大
きく社会的信用を落とす事案がおきました。その際、メイ
ンバンクである当行から私が内部統制とガバナンスの構築
のお手伝いをせよとの指示のもとお取引先に半年ほど派
遣、常駐し仕事をしました。実際に中に入ってみると銀行
とは企業風土や物事に対する考え方も異なり創業者はお
ろか社員の方とのコミュニケーションをとるのにも苦労し
ました。その後、社内で一緒に仕事をしていくうちに周り
の方からの色々な相談や、社員の方々が考える問題点や
解決策はあるのに中々経営陣に進言できないといった事
象もわかってきました。派遣当初は部外者扱いでありまし
たが毎日一緒に仕事をしていくうちに経営陣ともざっくば
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卓話・行事予定

市内例会変更
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卓話：平塚市美術館館長　草薙奈津子様
夜間例会　卓話：海洋冒険家　白石康次郎様

◎ロータリー日本財団への年次寄付、ポリオ寄付の合計金額
　が＄2,000以上になられました。
　白石会員と木村幹事にマルチプル・ポール・ハリス・フェ
　ロー認証の襟ピンをお贈りいたします。

◎2018-19年度第8グループIM（ホストクラブ；平塚RC）の出
　欠確認をいたします。
　登録開始は13:00となりますが、平塚RC会員は10:30に集
　合となります。

　日時：2019年2月9日（土）　
　受付登録　　 　　13:00　　
　7クラブ合同例会　13:30　点鐘
　I.M.本会議 　　　  13:55　点鐘
　基調講演　　　　 15:00　開演
　基調講演；食育ジャーナリスト　砂田登志子様
　　　　　  食育実践プランナー　安武郁子（やすたけ ゆうこ）様
　テーマ：『皆で食育を！
　　　　    ロータリーと共にもっと楽しく健康づくりを』　
　IM懇親会                 16:50～18:15　　
　会場：平塚プレジール6階「若松の間」　
　　　（懇親会は5階「高砂の間」

　また、今回の基調講演のテーマは「食育」となりますので、
　会員のご家族もご参加いただけます。会費は懇親会に参
　加される場合はお一人3,000円となります。
　本日出欠を回覧致しますので、未回答の方はご記入お願
　いいたします。

◎平塚西ロータリークラブより第3回目の「オープン例会」の
　ご案内があります。
　今回は落合克宏平塚市長をお迎えして行われます。会員
　以外の方もご参加出来ます。
　日時：2019年1月30日（水）12:00～13:30
　場所：カルチャーボンズ4階
　ビジターフィー：2,500円（会員以外も同額）
　ご参加希望の方は1月24日（木）までに事務局へご連絡く
　ださい。

委員会報告

髙橋烈雄様　平塚湘南ロータリークラブ
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11月23日(水)
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夜間例会　（若葉会合同例会）　
平塚経済懇話会にて　点鐘18:30
ゲスト卓話　落合宏克平塚市長
カルチャーボンズ平塚にて　点鐘12:00

平塚西RC

・会員研修委員会　馬上晋委員長
　2/20(水)米山梅吉記念館へのご参加お待ちしております。
　1/31(木)〆切です。

・プログラム委員会　小林誠委員長
　1/31(木)夜間例会に、海洋冒険家の白石康次郎氏をお招
　き致します。ヨットで世界一周を3度達成し、世界ふしぎ
　発見など幅広くご活躍されています。飲み物はチケット制
　で日本酒、八海山もご用意します。是非ご出席下さい。

・IM実行委員会　米山俊二会員
　2/9(土)平塚プレジールにて。ご家族はおひとり3,000円
　です。皆様のご参加お待ちしております。

・商工会議所女性会チャリティーコンサート　
   鳥山優子会員

「ロータリーの友」1月号の記事
のご紹介をする飯塚雑誌委員長

ビジターでお越しの
平塚湘南RCの髙橋烈雄様

マルチプル・ポール・ハリス・
フェローを認証された
木村幹事と白石会員

3/9(土)チャリティーコン
サート開催。出演料以外
を全て、今回は子供用の
車椅子で寄付致します。
これまでも累計88台の
車椅子を寄付させて頂
きました。楽しいコンサ
ートですので皆さま是
非。お申し込みは鳥山
会員まで。

結婚記念祝の鳥海会員誕生祝いの森副幹事

らんは話しが出来るようになった中で、ようやく会社を守
る大切さ、企業規模に応じた管理・維持コストやオーナー
の考えを検証する仕組図作りの重要性を理解して頂き、
社内規程の整備や社内統制、ガバナンス構築の仕組作り
のお手伝いが出来ました。
やはりそういったことからもお客
様がそれぞれお持ちの課題に対
し一緒に汗をかき解決に向けて
努力していくことの重要性を認
識し今後の銀行員生活でも実践
していきたいと考えております。
最後になりますが、皆様との交流を通して、ロータリー
クラブの活動に取り組んで参りたいと思います。今後とも
ご指導のほどよろしくお願い致します。ご静聴ありがとう
ございました。


