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埼玉いのちの電話

「夢の力」イルミネーション

平成29年6月17日〜10月15日

大宮 氷川参道

撮影：広報委員

29 期生
この広報誌は、赤い羽共同募金の
助成を受けて発行しています。

電話ボランティア募集説明会

12月3日
（日）
14：00〜15：30 所沢ミューズ 会議室2
12月 9日
（土）
14：00〜15：30 クラッセ川越 多目的ホール

29 期生

電話ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ募集

応募資格 20 歳以上の男女 （2018.4.1 現在）
お問い合わせ 埼玉いのちの電話 事務局
TEL 048-645-4322 （月～土 10:00 ～ 17:00）

12月10日
（日）
14：00〜15：30 大宮ソニック 市民ホール404
1月13日
（土）
14：00〜15：30 大宮ソニック 市民ホール403
予約は必要ありません
毎回「聴くこと」についてのミニ講義があります
12 月 17 日（日）公開講演会終了後（16 時頃）、簡単に

募集説明会 を行います

Interview

人生

を

歩く

埼玉いのちの電話
後 援 会 会 長
聞き手・広報委員

大宮のソニックシティビル 9 階にある埼玉県経営者協会を
訪ねました。埼玉いのちの電話後援会会長である利根忠博さ
んにインタビューするためです。利根さんは埼玉りそな銀行
の初代社長、会長を歴任され、現在は埼玉県民共済生活協同
組合理事長、埼玉県経営者協会名誉会長等を務められていま
す。エレベーターを下りると笑顔の利根さんが立たれていま

埼玉銀行に入って

した。廊下で迷わないように出迎えて下さったようです。応

広報

接室に陽気な笑い声の響くインタビューになりました。

たのですか？
利根

四国八十八ヶ所
広報

われるかもしれないけど、埼玉銀行ではエリートコースの人

をうかがいたいと思っております。本題に入る前に、ゴール

は採用のときに大体決まっていて、本店とか丸の内支店に配

デンウィークに行かれた四国八十八ヶ所巡礼のお話から聞

属されるんです。私は大学の成績が悪かったのか、上尾支店

かせていただけますか。車で回られたのですか？

に配属されました。あの頃は駅前に喫茶店が一軒もなかっ

全部歩きました。徳島の 1 番札所 霊山寺から 23 番札

た。バイクに乗って外回りもしたし、銀行業務全般の仕事を

所 薬王寺までだいたい 250 キロくらい、平均して 1 日 30 キ

経験しました。銀行のトップになるような人はあまりそんな

ロくらい歩いたかな。
広報

ことはしません。

30 キロを連日歩くのは相当ハードではありません

30歳を過ぎた頃、
「都市銀行研修会」というのが箱根で10

か？
利根

本当はマスコミに行くはずだったんだけど、色々あっ

て、1969 年に埼玉銀行に入りました。エリートみたいに思

今日は利根さんのお仕事、とくに銀行員時代のこと

利根

利根さんは早稲田大学卒業後、旧埼玉銀行に入行され

日間あって、日銀や都市銀行から 4、50 人くらい集まり、な

2 月くらいから訓練しました。越谷から幸手まで 30

ぜか私がそこに行かされたんです。
「スバルに乗ってお客さ

キロ歩いたり、東浦和から利根大堰まで、見沼代用水路沿い

んのところを回っている」と参加者に話したら、
「なぜそん

に 50 キロ、ここはさすがに行き着けなかったけど。四国で

な人がここに来るの？」みたいな顔をされました。

は山道も歩くから、西武線の正丸駅から伊豆ヶ岳にも登りま

その後、支店長も経験しましたが、合併がなく埼玉銀行の

した。

ままだったら、私が銀行のトップになることは当然ありませ

こうした事前の訓練があったから歩けたんだと思います。

んでした。

お遍路は基本的には今は車ですよ。歩いている人は少ないけ
れど、若い人がけっこう多く歩いています。歩いていると車

埼玉銀行からあさひ銀行へ

が止まって、
「乗っていけ」と声をかけてくれる人がいるん

広報

だけど、乗っちゃったら意味ないでしょう ( 笑 )。最終日は、

1991 年に埼玉銀行は協和銀行と合併し、協和埼玉銀

行になり、翌年、改称してあさひ銀行になりました。

次回のためにできるだけ遠くまで行こうと思って 40 キロく

利根

らい歩き、そこから電車に乗って帰ってきたんだけど、一日

銀行の合併というのは、基本的にどちらの銀行のやり

かけて一生懸命に歩いた 40 キロという距離が電車だとわず

- 共に生き、共に育つ -

か 30 分くらいなの。電車の中で、馬鹿みたいなことをやっ
ているな、と我ながら思いましたよ。
広報

次回は予定されているのですか？

利根

9 月に 10 日ほど休めそうなのでまた行くつもりです。

高度で信頼性の高い情報サービスを提供し、
顧客第一主義に徹します。
人皆それぞれに必ず長所があることを認め合います。
互いの弱さをカバーしあい共生し共に育ちます。

始めちゃったことだから。室戸岬から四万十までひたすら歩

埼玉で創業 45 年、お客様と共に

ノグチコンピュータサービス株式会社

くだけ。歩いていると四国では子どもたちがみんな挨拶して

埼玉県さいたま市中央区下落合 1085-15

くれます。

048(824)1099（代表）htt p:// www.ncsnet .jp
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手形を処理する手形交換センターというのがあるんです。

方を取るか、ということなんです。ふたつの良いところをと
るということではないんです。一例をあげれば、当時埼玉銀

たとえば大和銀行なら、大阪と東京に手形交換センターが

行は NEC のパソコン、協和銀行は富士通のワープロを業務

あって、それぞれに人員も機械も要るわけです。だから銀行

に使用していましたが、合併時にはワープロを使用すること

をまたがって業務を統合し、大阪の分は大和銀行にお願いし、

に決まりました。また、同じ仕事をしていても、言葉も全然

東京の分はうちがやる、分担すれば半分で済むでしょう。単

違うんですから。銀行の根幹であるシステムが向こうのやり

純な発想です。そんな効率化を考えてやるうちに、私は事務

方になると、全部が向こうのやり方になってしまうわけ。

部長のときにいちばん実績を上げたんです。

埼玉銀行は合併交渉でほとんど負けちゃったわけですよ。

埼玉りそな銀行のトップとして

30 くらいの部があったけど、埼玉県内には各支店を統括す

広報

る支店部だけ残り、私はそこの副部長になったんです。埼玉

行になりました。バブル経済が崩壊し、不良債権によって多

県内の窓口になって本部とやりとりをするわけ。

くの銀行が深刻な経営危機に陥っていました。あさひ銀行も

この頃からどういうわけか、私は埼玉県内のことに関わる

破たんするのではないかと囁かれていました。

ようになるんです。その関わりは埼玉りそな銀行のときもそ

利根

うだし、今もそうです。べつに埼玉に特別な思い入れはない
あさひ銀行ではそれからも埼玉県内に？

利根

1 年経って大手町の本社に呼ばれ、いちばん若い部長

あの時はどんどん預金が減っていたわけです。3 ヶ月

後には潰れるのか、という状態でした。東京都内の預金減少

んだけどな ( 笑 )、ふしぎなものです。
広報

2002 年にあさひ銀行は大和銀行と合併してりそな銀

がひどかったけど、おかげさまで埼玉県内の預金はそんなに
減らなかったんです。昔の埼玉銀行だから、お客様には考え
ていただけたのだと思うのですが。

になりました。いちばん若い部長になったら普通は喜ぶはず

私は当時システム担当の役員でしたから、大和銀行との合

じゃないですか。ところが、いちばん若い部長というのは、

併交渉には必ず加わっていました。埼玉県内においては、バ

いちばんいじめられるってことです。毎日、袋叩きですよ。

ブルの不良債権は数こそ多いけれど額はそれほどのことはな

毎日のように頭取に呼ばれて、
「どうなってるんだ」、
「おまえ

かったんです。だから、埼玉県のように、いい地域のかたま

みたいなやつが部長だからこの銀行はダメなんだ」、
「給料全

りがあるのなら、それを別個にすることが、一つの銀行グルー

部返上しろ」と叱られるわけです。でもね、毎日叱られてい

プとしていい方向性ではないのか、と私は主張しました。私

ると全然気にならなくなっちゃうの ( 笑 )。だったらクビにす

も埼玉銀行の出身ですからね。

ればいいじゃないかって。

広報

私は部長時代には、エリートコースの人が担当するような

それで、埼玉りそな銀行が分割され、利根さんが社長

になられたということですか。

仕事をしていません。その後、急に事務部長を命じられたん

利根

ですが、事務部長というのは裏方で、偉くなれません。でも、
とにかく何かやろうと。支店の後方事務を担うバックオフィ
スをたくさん持っており、人数ばかりいるわけ。こんなに人
は要らないから減らそう、人減らしです。もちろんクビにし
たわけではないですよ。
今でこそ、どこの銀行も、住宅ローンは住宅ローンセン
ターでやっていますが、当時はなかった。それで、余剰になっ
ている人員を集めて住宅ローンセンターを立ち上げ、成果に
よって支店長に次ぐ地位になれることにしました。今はどこ
の銀行もそれがベースになっています。
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社長になりたくてなったわけではないんだけど、これ

インタビュー

には色々な事情があって、とにかく「あなたがやりなさい」

か「嫌だ」とかで過ごしていたら、なんのためなのか分から

と、それで私がなったんです。

なくなっちゃうでしょう。お金を貰うためだけなら、そんな

私なりに長い銀行の経緯を見ていて思うんですが、銀行

仕事は辞めちまえ、と私なんかは思っちゃうんです。与えら

というのは身体のなかの血流みたいなものです。絶対に表

れた仕事を私はやってきた。それだけです。

に出ちゃいけないものだけど、血流がないと身体は動かな

いのちの電話、これから

いでしょう。金融というのはそういうものです。自分で表に

広報

出て儲けたり、利益ばかり追ってはいけないんです。

銀行を退職されてから、先ほどもおっしゃいました

が、埼玉のことに関わっておられます。埼玉いのちの電話の

渋沢栄一翁が書物に記されていることだけど、預金を一

後援会会長として、多方面でいのちの電話の紹介をしていた

般の人から集めて、それを融資という形でお貸しして、企業

だいています。いのちの電話のことは会長になられる前から

を育成する。それによって地域産業が育まれ、雇用が生まれ

ご存知でしたか？

る、それが銀行の役割です。利益ばっかり稼ぐことを考える

利根 知っていました。亡くなられましたが、武州ガス会長

なと。

の原宏さんに、よくいのちの電話の話を聞かせていただきま

あさひ銀行ではやっていなかったことです。埼玉りそな

した。

銀行ではそれをやろう、銀行の原点に返ろう。だから支店長

広報 原さんは 15 年間にわたって埼玉いのちの電話の後援

にも、支店で会議ばっかりしてないで、外に出ろ、お客さん

会会長を務めて下さいました。

のところを回りなさい、と言いました。当時は色々あったか

利根

ら確かに銀行として評判が悪かったんです、だから一から

原さんから、
「後援会会長は埼玉県経営者協会のトッ

プがやるものだから次はあなたがやりなさい」と。それまで

やり直そうと、そういうことです。

いのちの電話というのは、ボランティアで、素晴らしいこと

私の仕事をする、ということ

をしているな、と外から思っていましたが、後援会会長とな

広報

ると私は門外漢ですからできませんよとお断りしたんです。

激動の時代のなかでお仕事をされてきたと思うので

すが、今どのように思い返されますか？

原さんは武州ガスという自分の会社を持っているけど、私は

利根

めぐりあわせですよ。銀行を辞めようと思ったときも

そのときはもう銀行を辞めていましたから、そんな力はあり

ありますが、特段能力のある人間じゃないし、自分に与えら

ません、無理ですよと言ったんです。でも原さんには大変お

れた仕事をまじめにやってきた、そんな感じです。

世話になりましたから。原さんはとてもまじめで一生懸命な
方です。原さんみたいにはできないし、ろくに役に立たない

これも渋沢栄一翁が、仕事と趣味について書いていること
ですが、人は仕事をしている時間がいちばん長いわけじゃな

と思うんですけどね(笑)。

いですか。眠っている時間を除けば、勤めていたら会社にい

広報 原さんには財務のことで特に助けていただきました。

る時間がとても長いわけでしょう。仕事がおもしろくないと

2016 年度は、利根さんもよくご存知ですが、団体寄付がな

か、それは誰だってありますよ。つまらないと思う仕事もあ

かなか集まりませんでした。利根さんが県内の企業に声をか

るかもしれない。評価もされないし、こんな仕事をやってい

けて下さり、また紹介していただいた企業をボランティアで

ても意味がないとか。でも「つまらない」とか「嫌だ」とか

訪問したりしました。年度末には多くの寄付が寄せられて、

思っていたら余計つまらなくて嫌になっちゃうじゃないで

正直なところ驚きました。

すか。

利根

まだまだこれからですよ。

広報

これからも、いのちの電話をよろしくお願いします。

渋沢栄一翁は「仕事に趣味を持て」と書いていますが、だっ
たら、趣味と同じように、仕事の中におもしろみを見つけた

〜梅雨入りした 6 月

らいいんじゃないか。自分の大切な時間を「つまらない」と

川越市田町 32-12

TEL (049) 241-9000
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埼玉県経営者協会にて〜

「こどもライン」終了にあたって
「こどもライン」は2000 年3 月に18 歳未満の子どもがかけられる電話として、金曜・土曜の15時から21時
30分のかけやすい時間帯に開設され、2016年12月末までの約16年間に14,491本の電話を受けました。
中学生、高校生でメンタルな病気を抱えて苦しんでいる子ども、部活、友人関係、親子関係の悩みを話す子
ども達にとって意味のある相談電話として役割を果たしてきましたが、ここ数年、子ども達の生活スタイルの
変化と共にかかる電話が減少し、子どもの姿は見えなくなってきました。電話で話すこと自体が今の子ども達
は減っているのかもしれません。また、繋がり易いこともあり、子どもと称する大人からの性的な話も増えて
きました。そのような中でもかけて来る子ども達がいることも事実でした。担当者は子ども達に寄り添いたい
と願い、一本でも多く電話を受けたいという思いから電話の前に座っていました。改善するための努力も行い
ましたが有効な方策は見つからず、苦しい決断でしたが回線を終了することにしました。
「こどもライン」の担
当者にとっては継続していきたい気持ちは強かったのですが、難しい問題を抱えているはずの子ども達が電話
をかけてこない現実もあり、残念な選択をしなければなりませんでした。
子ども達の状況が変わってきた中でも、開設当初の「いつでもかけてね、いつでも待っているよ」という思
いは子ども達に届き、
『こんな相談電話がある』
『話したから救われた』という子ども達もいました。子ども専
用の相談電話がなかった当時、いち早く「こどもライン」を始めたことは、後に続く子ども専用のフリーダイ
ヤルや 24 時間電話が開設されたことを考えると、その先鞭をつけたことは誇らしく思います。今後も子ども
達が抱える問題への取り組みを続けていきたいと思っています。
いのちの電話
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（こどもライン担当者）
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2017 年
4月 8日
15 日
5 月 16 日
20 日

12 日

第 76 回後援会理事会

17 日

27 期生講義「電話相談理論Ⅰ」

22 日

第 56 回評議員会・第 66 回理事会

22 日
8 月 27 日

開場 13:30 開演 14:00

27 期生講義「性 II」
27 期生講義「精神障害 II」

〜そのかけがえのなさ〜」

■ 2017年12月17日（日）

2016 年度法人・後援会会計監査

6 月 10 日

8日

「今、生きているいのち

28 期生講義「私のボランティア」

日本いのちの電話連盟総会・事務局長会議（東京）

7月1日

柳田 邦男

28 期生開講式・28 期生講義「いのちの電話について」

26〜27 日

23 日

公開講演会

̶ あゆみ ―

■ 会場
■ 入場料

さいたま市民会館うらわ ホール
無料

要予約（予約開始10月2日より）

☎ 048-645-4322（月〜土 10：00〜17：00）

FAX 048-645-4355

＊講演会終了後16:00頃より電話ボランティア募集説明会を行います

埼玉いのちの電話を応援する 朝日会チャリティコンサート
（朝日新聞埼玉西部朝日会西部支部主催 所沢ミューズ）

27 期生講義「電話相談理論 II」
28 期生講義「青年期」
相談員のための理論講座
27 期生認定式・10 年 20 年継続者感謝状授与式

あなたのご支援を
必要としています

チャリティ映画会予告

いのちの電話の活動は、多くのボランティアの無償の
奉仕によって支えられています。
この活動をご理解いただき、ご協力くださいますよう
お願い申し上げます。

■ 2018年3月24日（土） 10:30/14:00（2回上映）
■ 会場

大宮ソニックシティ 小ホール

■ 上映映画 詳細はチラシ・HPにてお知らせします。
少しお待ちください。
＊会場ロビーにてバザー開催（10:00〜14:00）

振込先
郵便振替 ００１４０―９―１３７３８０
加入者名：社会福祉法人埼玉いのいちの電話

ゆうちょ銀行自動引き落としの方法もあります。
詳しくは事務局にお問い合わせ下さい。

埼玉りそな銀行大宮支店 （普通）４３１５５１０
口座名：社会福祉法人埼玉いのちの電話

電話担当を終えて休憩室で一息つくと、テーブルに美味し
そうなお煎餅があります。あら、誰かの差し入れ？
春日部市立中野中学校では「起業家教育」を取り入れた授業

ご寄付いただいた方へは、事業報告や広報誌の他、様々な催し
物のご案内などをお送りしております。埼玉いのちの電話は
寄付金控除の指定を受けている社会福祉法人です。ご寄付は
税法上の優遇措置があります。

があり、生徒が作ったお米を使って新商品の開発に取り組み、
煎餅を売り出したとのこと。その特製煎餅を埼玉いのちの電
話にも贈ってくださったのです。
ポリポリパリパリ。お煎

2017 年 1 月 24 日、埼玉いのちの電話の

餅の音が、いのちの電話へ

日頃の活動が評価され、
（財）埼玉県人

の声援に聞こえます。皆で

会の新年賀詞交歓会に於いて、県人会

美味しくいただきました。
ありがとうございました。

大塚陸毅会長より川端理事長に第 9 回

(H.M)

善行賞が授与されました。
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