
 

  

 

 

 

 

 

 皆さん、こんにちは！ 

今日は二十四節気の一つ小満です。「萬物が次第に成長して、一定の大きさに達して

くる」という意味だそうです。 

今日は夜半より雨が降っていましたが、朝方が大雨になり、昨日一昨日の強風とい

い、この所の気象状態に不安を感じているのは私だけでは無いと思います。度を超

えた風、度を超えた雨は 5 月のそよ風や花や野菜への成長の為の雨と違い、人や自

然環境に被害を与えたりもします。人には天候を自由に調整する事は今はできませ

んが、将来はそれが可能になっているのでしょうか？いづれにしましても度を超え

すぎると何かと支障をきたします。 

私事でありますが最近、度を超えているものがあります。それは夜の会合の後の飲

酒です。皆さんは今、度を超えているものがありますか？それは害になっています

か？私の飲酒は自分で何とか一日の飲む量を調整する事ができるような気がします。

それには、この気持ちを今夜の会合の後まで忘れる事なく持ち続ける事ができれば

ですが。いかに「丁度よい」という状態が大切で難しいかが分かります。この所反

省の毎日が続いています。 

以上、会長挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

 

 

 5 月 15 日に開催された諏訪グループ会長・幹事会に於いて、2020-21 年度諏訪

グループガバナー補佐について、我が岡谷ＲＣ矢島進会員を推薦者として報告

し、承認されました。 
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 ＊2020-21年度 諏訪グループガバナー補佐 

  矢島 進会員 挨拶 

  

 2020-21 年度 諏訪グループガバナー補佐を仰せつかりました矢

島でございます。よく大きな仕事を引き受けた時に「清水の舞台から

飛び降りたつもりで・・」などと言いますが、私の場合は清水の舞台

に連れて行かれたという心境です。飛び降りるわけにいかないのでお引き受けいた

しました。林会長の挨拶にも今日は大雨とありましたが、私の心の中はお引き受け

した日からずっと梅雨空でございます。度を超えた役を頂戴してしまったと言う事

ですが、私というよりは岡谷ＲＣが恥をかかないように皆様の御理解、御協力を賜

りますよう、切にお願い申し上げて拝命した御挨拶とさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

 

 5/11（土）に行われました、諏訪グループポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会

に、大勢の方の御参加をいただきありがとうございました。参加されなかった

方も寄付という形で御協力いただき誠にありがとうございました。当日は諏訪

グループ会員の 4分の 1にあたる 68名の方が参加されました。皆様からご寄付

いただいた総額 264,000 円を、諏訪グループよりＲ財団へポリオ撲滅基金とし

て寄付させていただいたと、会長・幹事会で報告がありました。岡谷ＲＣから

は、クラブ負担金として 30,000 円、皆様からの寄付が 32,300、計 62,300 を諏

訪グループにお渡ししましたのでご承知おきください。 

  

 明日 5/22は新旧クラブ協議会が、メモリーに於いて 18：30 より開催されます。

新旧委員長さんはよろしくお願いいたします。 

 

社会奉仕委員会  5/26（日）は諏訪湖一斉清掃です。朝 6 時より小雨決行です。 

場所は例年通り温泉スタンド前です。Ｒジャンパーを着用してください。中止の場

合は岡谷市ＨＰの新着情報に掲載されますのでご確認ください。 

 

 

 

 

皆さんこんにちは。   

本日は貴重な機会を与えていただき、ありがとうございます。 

改めまして八十二銀行の片桐と申します。昨年の 7 月より岡谷ＲＣに入会

させていただき、早いもので、まもなく 1 年になります。 

さて、本日は自己紹介とこれまでの銀行員生活についてお話ししたいと思います。 

本日は欠席ですが、先輩の小宮山会員ように華麗な銀行員生活を歩んでいないので、 

あまり面白い話ができませんがお許しください。 

幹 事 報 告 

委員会報告 

卓話「自己紹介とこれまでの銀行員生活」 

片桐伸介 新会員 

 



 
１．自己紹介 

 出身地は上田市、地元の高校を卒業後、大学を経てＨ３に八十二銀行に入行しました。 

 自宅は上田市。家族は妻 1 名、子供 1 名、愛犬。 

 現在は御倉町の銀行の寮にいます。単身赴任が 11 年になります。 

 趣味は神社仏閣巡り・美術館巡り。ぐい呑みの蒐集 

ゴルフはまずは道具からということで、ドライバー・アイアンを買替えました。 

 

２．八十二銀行の歴史 

明治 10 年に第十九国立銀行が設立。その後、明治 30 年に㈱第十九銀行となり、 

昭和 6 年に第十九・第六十三銀行の合併により、八十二銀行が誕生しました。 

続きまして「岡谷支店の歴史」についてですが、明治 14年に諏訪出張所として下諏訪村

に開設、その後、平野村に移転、明治 30 年に第十九銀行諏訪支店となり、大正 9 年に

改称し岡谷支店となりました。そして昭和 6 年に八十二銀行岡谷支店となり、現在に至り

ます。因みに歴代の支店長は 31 名になります。 

平成からは向井、横山、長谷川、中藤、高橋、米山、荻原、神谷、小松、小出、塚田、小

林、小山、そして片桐となっております。 

 

３．なぜ銀行員になったのか？ 

平成３年当時はバブルの影響が残っており、売り手市場でした。就活も順調であまり考

えず漠然と銀行を選んでしましました。銀行からのラブコールも強かったので、正直なと

ころ「かなり期待されている」と思っていました。 

ところが、今から 10 年ほど前に、当時採用面接をしていた人事担当者と話す機会があり

ました。彼は当時の私の印象を良く覚えていて、『片桐君は何かヘラヘラしていて、銀行

員として大丈夫かなあ。本当にやる気あるのか疑問に思った。正直採用するか迷った

よ！』と聞かされました。今考えると大変恥ずかしいことなのですが、「運が良かった」とい

うことを知りました。 

 

４．初任店での思い出  （平成 3 年 坂城支店入行） 

初任店は上田市の隣にある“坂城支店”に配属になりました。1 年間は窓口などの内部

事務を勉強しました。2 年目からは営業へ係替になりました。 

当時はのんびりしており、比較的自由に営業活動ができました。 

特に印象に残っていることは、訪問すると農家のおばあちゃんが、テーブル一杯にご馳

走を用意して待っていてくれました。時には連続でご馳走になることもありました。 

「若いんだから、いくらでも食べれるよね」と私の食べている姿を嬉しそうに見ていました。

帰るときには、りんご、だいこん等の野菜や果物を袋一杯に渡してくれました。 

いつしか、私のあだ名は「八百屋さん」になっていました。成績はパットしませんでしが、

私の机の上はいつでも野菜や果物で溢れんばかりでした。 

社長に飲みに連れて行ってもらったり、プライベートでゴルフやテニスにも連れて行って

いただきました。 

新米の私に沢山の愛情を注いで育てていただきました。思い出深い支店です。 

 

 

 



 
５．初めての転勤  （平成 6 年 鼎支店） 

平成 6 年に初めての転勤で飯田市内になる鼎支店に転勤になりました。 

特に印象に残っているのは、支店長がとにかく厳しかったことです。朝から晩までよく怒

られました。まず、ほぼ毎日機嫌が悪いのです。何故かというと、支店の成績が芳しくな

いからです。 

特に私はよく指導をされました。支店長は時間管理が厳しく、「4 時には帰店するように」

と指導されていましたが、私は営業に出ると帰りがいつも 5 時頃になるのです。 

ある日の出来事ですが、私が 5 時頃帰ってくると、駐車場に見覚えのある人影が・・・腕

組みをした支店長が物凄い形相で、駐車場で私の帰りを待っていました。その後はご想

像の通りです。その後、厳しい支店長は転勤になり、新しい支店長が着任しました。 

若く明るく行動力のある支店長でした。支店の雰囲気も明るくなり活気が出てきました。

すると、あれよあれよと支店の成績が上がり万年最下位の支店が連続で上位になりまし

た。ここで思いました。「組織はトップ次第だと」。とても良い経験ができました。 

その後、外部研修、下諏訪支店、松本営業部を経て、本部へ転勤となりました。 

 

６．辛かった東京の経験 （平成 20 年 東京営業部） 

そして、平成 20 年 10 月に東京営業部へ転勤となりました。 

ちょうど、リーマンショックの直後です。そのような金融環境でしたので、連日、ご融資の

相談・申込が殺到しました。しかし、私は何もできなかった。何も分からないのです。何故

かと言うと、話している言葉が分からないのです。カタカナ語を使うのです。 

「これはアモチなのブレットなの？」「セカンダリーから判断するとスプレッドはどう？」「バ

ルーン」「ラダー」等々、話している言葉がさっぱりわかりません。そんな状況なので、恥

ずかしくて周囲のメンバーに聞くにも聞けず、慌てて金融用語辞典を買ったりして、必死

で覚えました。 

帰りの電車の中で、悔し涙がこぼれる毎日でした。当時は単身寮にいましたが、不眠症

になり夜中に何度も起きては仕事のことを考えていました。自分が情けないし悔しくてた

まりませんでした。1 ヶ月で３ｋｇ痩せました。（その後しっかりリバウンドしましたが・・・） 

 そんな時、私を救ってくれたのは今でも親しくしている先輩でした。 

ある時、「片桐さん、今、手張ってるでしょ。この案件代わりにやっておくよ」 

「いや、自分でできますから」私にも意地がありました。 

  すると、先輩から「自分でやりたい気持ちはよくわかるけど、もし間に合わなかったら、お 

客さんに迷惑をかけることになるんだよ。自分の意地だけで仕事しちゃダメだよ。最初は 

みんな苦しむんだよ」 

 この時も自分が恥ずかしくなりました。「何か小さい人間だな。自分のことしか考えていな 

いないと感じました。 

 振返ってみると、「それまで個人プレーが多くて、頑張れば何とかできる。周りに迷惑かけ 

ていけない。弱みをみせちゃいけない」と思って仕事をしてきたように思います。 

 でも、その時、やっと気づきました。自分ひとりでできることなんか、僅かだと。周囲の人に 

支えられて仕事がまわっていることを。 

その後、Ｈ23/7～Ｈ25/10 まで岡谷支店、福島支店、大阪支店。 

そして、昨年の 7 月に岡谷支店に再び戻ってくることができ、本当に嬉しく思っています。

そして、岡谷ＲＣで皆様とお会いできたことは私の財産になっています。 

 



 
最後になりますが,これからも地域の皆様に必要とされる支店として頑張って参ります。 

また、岡谷ＲＣの皆様には引続きご指導をいただきますようお願いいたします。 

まとまらない話で大変申し訳ないですが、これでお話を終わりにさせていただきます。 

ご静聴ありがとうございました。 

 
 

  

宮澤由己  今月が創業月です。 

片桐伸介  卓話させていただきます。宜しくお願いします。 

牛山幸一・梅垣和彦・太田博久・小口 隆・尾関秀雄・上條英雄・佐伯克己・薩摩 建・

佐藤有司・高木昭好・竹村一幸・中畑隆一・中村文明・濵 毅・濵 俊弘・林広一郎・

林 裕彦・林 靖高・平沢清文・宮坂晃介・宮坂宥洪・宮澤由己・守屋麻里・矢島 進・

矢島 実・山岡俊幸・山崎典夫・江黒寛文・小口国之  片桐伸介会員の卓話を楽

しみにしています。よろしくお願いいたします。 

 
 

“諏訪グループ親睦・ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会” 

         参加された皆様、お疲れ様でした。 
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