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日本銀行本店の建物について
私は当地に着任する前、本店の文書局という部
署におり、日本銀行本店管下の建物などの不動産
の管理に携わっておりました。東京駅から近い日
本橋本石町にある日本銀行本店は、いくつかの建
物から構成されており、
そのうち、最も古い本館は、
明治29年（1896年）に竣工しました。その後、関
東大震災も持ちこたえ、第二次世界大戦時の空襲
で焼けることもなく、現在まで約120年に亘って利
用されている貴重な建造物です。
この建物を設計したのは、日本建築の第一人者
として有名な辰野金吾博士です。辰野金吾は、こ
のほかにも東京などで有名ですが、日本銀行本店
の建築当時は日銀の職員として設計や工事管理を
担当しておりました。また、その際に事務方とし
て工事を担当したのは、後に蔵相や日本銀行総裁、
内閣総理大臣となる高橋是清でした。
辰野の設計した日本銀行本店の建築的な価値と
しては、外国人が設計したものではない、
「我が
国における初の本格的洋風石造建築」であること
です。
また、盛岡にゆかりのある人物としては、辰野
金吾の教え子で盛岡出身の葛西萬司が挙げられま
す。葛西萬治は、明治33年（1890年）に日本銀行
に就職した後、辰野の片腕として本店の設計に携
わりました。葛西萬司は、その後、日銀を退職し、
辰野とともに設計事務所を開設し、現在の「岩手
銀行赤レンガ館」を設計しています。岩手銀行赤
レンガ館は、明治44年（1911年）に盛岡銀行本店
として落成した後、岩手殖産銀行本店、岩手銀行
中ノ橋支店として利用され、平成６年（1994年）
に国の重要文化財に指定されました。現在は一般
に公開されております。
高橋是清は後に、原敬内閣の蔵相に就任したほ
か、暗殺された原敬の選挙区から衆議院議員と

なっており、その点でも、日銀関係者と盛岡との
不思議な縁を感じた次第です。
なお、今年は辰野金吾の没後100年にあたりま
す。日本銀行本店の貨幣博物館では、辰野金吾に
関する特別展を開催中ですので、ご興味がありま
したら、足をお運び下さい。
日本銀行本店竣工時の総裁
さて、日本銀行本店の建物と竣工時の総裁は、
第３代目の川田小一郎総裁だったのですが、竣工
の年の11月に急逝され、次の総裁に就任したのが、
三井財閥の創始者である、岩崎弥太郎の弟の岩崎
弥之助です。この岩崎弥之助は、小岩井農場の創
設メンバーである３人のうちの一人です。私自身
はそのことを知らずに９月に小岩井農場に初めて
行った際に、農場内の展示パネルで岩崎弥太郎が
日銀総裁だったことを知り驚きました。
日本銀行盛岡事務所の設置
東北における日本銀行の支店・事務所としては、
明治・大正期に福島支店、秋田支店が開設されま
した。その後、
昭和に入り戦時中の昭和16年（1941
年）に仙台支店が開設され、終戦直前の昭和20年
（1945年）8月10日に日本銀行盛岡事務所が設置さ
れました。
設立の背景について日本銀行や岩手殖産銀行の
年史を調べてみましたが、戦況が悪化の一途を辿
り日本各地で米軍機による空襲が行われるように
なる中で、現金をどのように輸送・供給するかが
当時の重要課題の一つだったようです。
日本銀行が銀行券を円滑に供給するための仕組
みとして「寄託券」制度があります。これは民間
金融機関の店舗に日銀券を保管してもらう制度
で、日本銀行が市中金融機関の金庫を借りる制度
とも言えます。戦況悪化により日銀支店との間で
日銀券を安全かつ円滑に受払いすることが難しく
なる中で「寄託券制度」により民間金融機関に日
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のある話題を紹介させていただきました。これを
機会に日本銀行および日本銀行盛岡事務所を身近
に感じていただければ幸いです。
最後になりましたが、先日の「いわて盛岡シティ
マラソン2019」に参加させていただきました。人
生初のフルマラソンでしたが、無事に完走するこ
とができました。応援していただき、大変ありが
とうございました。

銀券を保管してもらい、その管理・監督をするた
めに事務所を開設して日銀の職員が常駐すること
となりました。この業務は、現在も日本銀行の国
内事務所の重要な業務の一つです。
日本銀行盛岡事務所は、銀行券の安定的な供給
を通じて岩手県の経済・金融の発展に貢献してき
たのではないかと考えております。
終わりに
本日は、日本銀行について岩手や盛岡に関わり

例 会 報 告

【ニコニコBOX】

第16回例会
令和元年11月8日㈮
12時30分 開会点鐘
・司 会 西島光茂会長
・国歌 君が代
・ロータリーソング
（奉仕の理想）
・ビジター 横山倫子さん（大阪御
堂筋本町RC）
・坂中良郎さん（〃）
・
木村貴広さん（〃）
・会長報告 西島光茂会長
・新入会員紹介 鈴木博高会員
（大和証券㈱ 岩手支店長）
佐々木和俊会員
（㈱岩電 常務取締役）
・皆出席バッチ 熊谷祐三君（34
年）・福田莊介君（34年）
・入会祝 福田莊介・熊谷祐三・
藤村文昭・伴 亨・佐々木憲明・
吉田明弘君
・誕生祝 藤村文昭・勝部民男・
長野隆行・米内正・熊谷隆司・
工藤幸一・千崎和夫君
・結婚祝 佐々木憲明・熊谷隆司・
工藤幸一・佐藤義正・小川惇・
斎藤和好・近藤駿・平井滋君
・幹事報告 勝 雅行幹事
終了後定例理事会開催
海外支援のための渡航報告
（本日の定例理事会において最終承認）
ラオス・カーシー郡病院（首都ビ
エンチャンから200キロに位置す
る ） へ の 医 療 器 具 支 援 の た め、
11月21日～ 25日までの間、西島
光茂会長・勝雅行幹事・岡村弥国
際奉仕委員長の3名がラオスへ渡
航いたします。
・委員会報告

出 席 報 告

会員数/76名

◆ 西 島 光 茂 君 … ①10月26日（ 土 ）
大船渡ロータリークラブ創立60
周年記念大会に勝雅行幹事と出席
し、祝賀会でスポンサークラブの
会長として祝辞を述べてまいりま
した。姉妹・友好ロータリークラ
ブの締結式があり、記念事業とし
てサイクルスタンドの寄贈や市内
11小学校すべてに図書の寄贈を
され子供たちに寄り添っている姿
勢に素晴らしさを感じました。
②10月27日、日曜日に開催され
た第一回盛岡シティマラソンで盛
岡ロータリークラブが私設エイド
を行いました。設営準備から、田
中堯史パストガバナー、勝雅行幹
事、荒川鉄平社会奉仕委員長と加
代子御夫妻、菅原浩幸さん、佐藤
重昭さん、海野尚さん、田村賢一
さん、大平騰一さん、桜下信さん、
諏訪泰幸さん、山上実知代さんに
参加していだだき、その後藤村文
昭会員と定子御夫妻、佐藤義正会
員と總子御夫妻、飯塚会員の節子
夫人、長野会員のえり子夫人と西
島夫婦が加わり、楽しく奉仕をし
てまいりました。佐藤仁志会員が
寄ってくれたときは大いに盛り上
がりました。来年度も出ます。楽
しかったです。社会奉仕委員会の
皆様本当にご苦労様でした。有難
う御座います。
③11月4日（月、振替休日）岩手
県立農業高等学校 創立140周年
記念式典・祝賀会に青少年奉仕委
員会のインターアクト係 畠山将
樹会員と出席しました。盛農の始
まりが、獣医の養成学校であった
と初めて知りました。担当の先生
も変わり、新しい連携のあり方を
作り上げなければならないと感じ
ました。青少年奉仕委員会の皆様
宜しくお願いします。
◆福井誠司君…この度 藍綬褒章を

出席数/46名

出席率/63.01％

賜りました。ひとえにこれまで皆
様から御指導頂いたお陰であると
思っております。今後も皆様への
感謝の気持ちを忘れず、事故やス
キャンダルをおこさぬ様、暮らし
て参りたいと思います。8月の選
挙で厳しい結果の後の嬉しい事が
あったので㐂んでニコニコします。
◆金沢滋君…昨日、盛岡グランドホ
テルにて5回目となる岩手県東京
六大学同窓会懇話会が開催されま
した。80人をこえる方々のご出
席をたまわり、ロータリーの会員
の方々も多くにぎやかにできまし
た。幹事役を果たすことができて
ニコニコします。
◆佐藤仁志君…盛岡シティマラソン
では盛岡ロータリークラブのAID
（エイド）での温かいおもてなし
と応援、シライシパンの豆パン
ロールのおかげで無事完走できま
した。皆様に感謝してニコニコし
ます。
◆安川慎治君…社会奉仕委員会のみ
なさま、盛岡シティマラソンの奉
仕活動誠にお疲れさまでした。み
なさまの応援のおかげで無事完走
することができました。感謝をこ
めてニコニコします。
◆近藤駿君…おそばをたくさん食べ
れる事の幸せにニコニコします。
昨日大腸検査がありました。
◆村井研一郎君…鈴木博高会員の入
会を歓迎いたします。
◆藤村文昭君…鈴木博高さん、佐々
木和俊さん、お二人の入会を心よ
り歓迎いたします。
◆横山倫子さん…本日はお世話にな
ります。大阪御堂筋本町RCです。
宜しくおねがいします。
●メークアップ
クラブ委員会＝
藤村(文)・赤沢・菅原・櫻下・
佐藤(重)・佐藤(年)・諏訪・榧野・
上野・安川・橋本・田村君。
前々回/84.29％

プログラムのお知らせ
・11月15日㈮
22日㈮
29日㈮
・12月６日㈮
13日㈮

ゲスト卓話

高濱康亘様（盛岡市都市整備部長）
「魅力的な場づくりを核とした盛岡市の都市戦略」
ゲスト卓話 菊池完之様（㈱日本ホームスパン代表取締役）
新入会員卓話 上野好章会員
ゲスト卓話 赤坂環様（ミニコミ誌「てくり」編集者）
年次総会
●本号編集担当／伴 亨
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