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第 3001・3002 例会（31号） 2016 年３月 10 日（木）曇

新入会員卓話 SPEECH
常陽銀行平支店の 120 年
常陽銀行平支店長 平戸 康明 会員
明日で震災から満５年ということ
で、私は当時、取引先に出向して仙台
にいました。出向先の子会社が仙台港
の近くにあったのですが、津波で流さ
れてしまいました。今なお、震災の爪
痕が残る福島県で仕事をするのも何か
の縁と、微力ながらお役に立ちたいと考えています。
初めての卓話なので簡単に自己紹介をいたします。昭
和37年１月に母の実家がある水戸市で５人兄弟の長男と
して生まれました。実は父も常陽銀行員で、転勤に伴い
郡山市にも住みました。明治大学を卒業して、昭和59年
に入行し茨城県内や仙台などの本部、支店に勤務しまし
た。家族は妻と大学２年の息子、高校２年の娘、単身赴
任から帰ると唯一、寄ってくる愛犬がいます。
常陽銀行は昨年７月、おかげさまで創業80周年を迎
えました。平支店は今年、創業120周年を迎えます。感
謝いたします。きょうは銀行の歴史と、常陽銀行、平
支店の前身の平銀行についてお話させていただきます。
明治４年に新貨条例が制定され、円を貨幣とする近
代通貨制度が導入されました。明治新政府は、お金が
なかったので、多額の国債や金貨と交換できない不換
紙幣を大量に発行しました。価値が下がったため、兌
換紙幣という金、銀と交換できる紙幣を出回せる近代
的な金融機関の必要性を感じました。そこで、米国の
ナショナルバンクにならって明治５年、国立銀行条例
を制定したのです。第一国立銀行（東京）をはじめ、

第二（横浜）、第四（新潟）
、第五（大阪）の４銀行が
誕生します。これらは紙幣と金貨の交換を義務づけら
れたため、経営は非常に苦しかったそうです。
明治９年に法改正があり、金貨との交換義務が廃止さ
れ、銀行設立ブームが起きます。最終的に明治12年開業
の第百五十三国立銀行まで、153行ができました。条例
上の国立銀行とは紙幣の発行を委託された民間銀行のこ
とで、決して国の銀行ではありません。銀行が乱立した
結果、紙幣が大量に発行されインフレが起こります。政
府は国立銀行の新設を禁止し、中央銀行を核とした銀行
制度を整備し、明治15年に日本銀行を設立しました。日
清戦争で好景気を迎えると、全国で資産家を中心に資本
金５万円程度の普通銀行が多く誕生しました。明治23年
に136行だったのが、明治40年には2,201行に増えました。
いわきは当時、炭鉱があって資金需要が高まり、金融機
関開設は地元経済界の願望でした。明治29年に初めて磐
城銀行と平銀行が誕生します。平銀行の頭取は、当クラ
ブの山﨑慶一さんの先祖・山﨑與三郎さんです。明治29
年というのは福島県尋常中学校磐城分校、今の磐城高校
が創立された年でもあります。
第一次世界大戦後、景気は減速し、大正12年に関東
大震災による震災恐慌、昭和２年に金融恐慌が起き、
いわきの銀行も大きな影響を受けます。昭和３年に磐
城銀行が休業し、11月には平銀行も休業します。さら
に昭和４年に米国を震源とする世界恐慌などがあり、
政府は銀行の合併整理を奨励しました。昭和８年には
国内の銀行数は687行となり、明治後期の乱立時代から
1,500行以上が姿を消しました。
常陽銀行は明治11年に設立された土浦の第五十国立銀
行、水戸の第六十二国立銀行が基となります。明治政府
の新設禁止に伴い、それぞれ五十銀行と常磐（ときわ）
銀行となり、昭和恐慌後の合併推進策で昭和10年、常陽
銀行として創立されました。平銀行はその前の昭和４年
に常磐銀行との合併で常磐銀行平支店となり、現在の常
陽銀行平支店へと変わりました。
（裏面へ続く）

いわき分区インターシティミーティング
国際ロータリー第2530地区いわき分区のインターシティミーティングは２月28
日、いわきワシントンホテル椿山荘で開かれました。10クラブから約180人が出席。
招集者の中田博道ガバナー補佐があいさつ、ホストクラブ・いわき中央ＲＣの田久
昌次郎会長が歓迎し、来賓の酒井善盛ガバナーが祝辞を述べました。記念講演では、
東日本国際大の先崎彰容教授が「戦後70年とロータリーの哲学」
、タイのチェンラ
イＲＣの原田義之パスト会長が「輝く瞳に会いに行こう」と題して講演しました。
懇親会も催され、交流を深めました。

2015～2016年度
国際ロータリーのテーマ

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
こうした激動の中、平銀行の山﨑頭取は「石城聖人」
と呼ばれるほど立派な方でした。合併を成立させ、地元
経済界の混乱を防ぎました。私財を提供して債券、債務
の処理に充て株主や預金者を保護。行員にも退職慰労金
を贈るなど責務を最後まで全うし、平銀行の有終の美を
飾ったと記録されています。
昨年、常陽銀行と足利銀行の経営統合の話が出まし
た。これは合併ではなく、持ち株会社をつくり両行が入
るということで、従来の行名と本店も変わらず営業しま
す。詳細は近く発表されると思いますが、２つが一緒に
なるということでサービスの質も向上するよう努めます
ので、今後もよろしくお願いします。

司会：野沢幹事
〔点鐘・国歌斉唱・ロータリーソング（我等の生業）
・ロー
タリーの目的（佐藤淳会員）
・四つのテスト（高橋康二
会員）
〕

佐藤淳会員

高橋康二会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
◆新入会員紹介
⃝積水ハウス㈱いわき支店長 西原 浩実様
 ご縁があり、入会させていただきま
した。皆様と情報交流を図り、懇親を
深めさせていただきます。よろしくお
願いいたします。昭和 43 年 12 月８日生。
所属は S. A. A

◆幹 事 報 告
⃝３月のロータリーレート １ドル＝ 116 円
⃝郡山ＲＣ、ひかりの丘、いわき経済同友会より会報が
届きました。
⃝国際交流協会より「Iwaki Vision 春」が届きました。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（佐藤淳委員長）
例会日 基本会員数 出席者
３月 10 日
49 名
31 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
佐々木芳弘さん、大久保健蔵さん。

★ 誕生祝

◆ 米山記念奨学会委員会（菊田政寛委員）

以上２件

黒須幸雄さん、
大久保健蔵さん、
菊田政寛さん。
 以上３件

◆雑誌委員会（高橋康二副委員長）
鈴木 稔さん
（３月２日）

松﨑 倫久さん
(３月10日)

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
例会に先立ちまして、皆様に悲しいお
知らせがございます。会員の清水俊政先
生が３月８日に逝去されました。昨年 11
月にお会いした時には、とてもお元気で
したので、いまだ信じられません。先生
の優しいお人柄を思い浮かべますと、悲
しみがこみあげてきます。ご冥福をお祈りいたします。
東日本大震災から明日で丸５年になります。歴史に残
るこの震災について、数字で振り返ってみます。地震の
規模はマグニチュード 9.0。日本周辺における観測史上
最大の地震です。岩手県沖から茨城県沖までの南北約
500㎞、東西約 200㎞のおよそ 10 万㎢が震源域だそうで
す。最大震度は宮城県栗原市の震度７。宮城、福島、茨
城、栃木の４県 36 市町村と仙台市内の１区で震度６強
を観測。いわき市は震度６弱でした。震災による死者・
行方不明者は 18,456 人。建築物の全壊・半壊は 400,243
戸でした。避難者は昨年 12 月時点で 182,000 人を数え、
非常に多いのは原発事故の影響であります。被害額は
16 兆円から 25 兆円の間と試算されています。これは被
害が大きかった福島・岩手・宮城３県の年間総生産額に
匹敵し、世界銀行の推計では、自然災害による経済損失
額として史上１位だそうです。
皆様それぞれに思いがあると存じます。震災についてロー
タリーとして今後も関わっていかなければと考えます。

○ロータリーの友３月号「見どころ読みどころ」紹介
縦組 ４～８ページ 「人は自然災害とどう向き合うか」
９～12ページ わがまち…そしてロータリーの埼
玉県川越市

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥松崎浩さん
（西原浩実さん入会おめでとうございます。
平戸さん卓話よろしくお願いします）
♥松﨑倫久さん（誕
生祝ありがとうございます）♥鈴木稔さん（お誕生日お
祝いありがとうございました。４回目の年男を迎える事
ができました）♥平戸康明さん（初めての卓話つたない
話で申し訳ありませんが、よろしくお願いします）♥青
木喜久男さん（平戸さん卓話よろしくお願いします）♥
関口武司さん（平戸さん、卓話宜しくお願いします）♥
高橋康二さん（平戸さん卓話よろしくおねがいします）
♥大久保健蔵さん
（卓話）
♥伊藤盛敏さん
（平戸さん卓話）
♥浅倉哲也さん（平戸会員の卓話を楽しみに）♥黒須幸
雄さん（平戸さん卓話よろしく）♥松﨑勉さん（欠席が
ちですみません）♥山﨑慶一さん（平戸さん卓話よろし
く）♥鈴木東雄さん（平戸支店長卓話よろしく）♥小野
寺順正さん（平戸支店長卓話楽しみにしています）♥菊
田政寛さん（平戸支店長卓話よろしくお願いします）♥
佐々木芳弘さん（平戸さん卓話よろしく）♥有賀行秀さ

以上18件
ん（早退します。すみません）
★本日の例会案内 ３月17日（木）
12：30 ～
職業分類委員会担当卓話
お食事メニュー＝ポ ー ク ソ テ ー 温 野 菜 添 え、菜 の 花 と
ベーコンのパスタ
★次回の例会案内 ３月24日（木）
12：30 ～
社会奉仕委員会担当卓話 パン工房 中井芳秋様
お食事メニュー＝鰆 のヴァプール雲丹ソース、シーフー
ドマカロニグラタン

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

