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に見えた︒ここで私の大蔵省採用がきま
きて︑﹁良之助︑上級学校へいってよい

しまっていると︑突然父が部屋に入って

たのか考えるより︑後一ケ月少しでいか

どうして父が急に許してくれる気になっ

ぞ﹂と二百いって︑ブイと出ていった︒

ったわけである︒

になり︑一年余りご指導を受け︑また渡

ことはいつの間にか頭から消えていた︒

生の大恩人と思っているが︑愛知さんの
伯父さんからの手紙が一過あった︒母の

手紙の束が出てきた︒その中に五百石の

自

が
話

い場合が多い︒となれば︑自分に扱

ておられた愛知揆一さんに書いて貰った

彼が東京勤務時代に︑当時大蔵大臣をし

かけつけて︑一枚の色紙を贈ってくれた︒

の中野君︵北日本新聞︶ が︑早速お祝に

母親の在の中田に居を構えた︒竹恵の友

東亜省は各省の寄合世帯だから︑入るに

んも見るからに俊秀といった感じで︑大

た愛知さんに電話して下さった︒愛知さ

て早速大東亜省の人事課長をしておられ

た︒渡辺さんは会議から中座して出てき

省理財局資金課長渡辺武さんになってい

大学から貰った紹介状の宛名は︑大蔵

と大変弱く︑とうとう腹をきめた︒

代は︑﹁本学のために﹂などと言われる

うので︑何回も説得を受けた︒私達の年

かった︒ところが卒業も真近かの一月二

かったが︑父がどうしても許してくれな

私は伏木商業のとき︑高岡高商に進みた

かなかったということは︑外にもある︒

うこの世におられない︒

を申し上げたいと思っても愛知さんはも

たということに気がついた︒しかしお礼

な瞬間に︑一番適切な指示をして下さっ

る途を教えて下さった︒人生の一番貴重

もよかった︒そうしないで︑大蔵省へ入

てもよかったし︑大東亜省に採用されて

た
い
︒

いたお二人のご冥福を︑心からお祈りし

い︒長い間の謎がとけたが︑この伯父さ

のは︑この手紙のためであるに間違いな

の手紙である︒日附からみて父が折れた

進ませてやるべきではないかという趣旨

どういうものか︑この際息子の思う道を

いるようだが︑父親がそれを押えるのは

出来るし︑上級学校へいきたいといって

つながる方々に︑精一杯お世話を申し

ものだそうである︒私はこの色紙を居間
は適当でない︒大蔵省の福田秘書課長に

十五日に︑地方の慣習に従って天神様を

一昨年三十数年ぶりに郷里にかえり︑

上げるしかない︒そう考えている︒

に掲げて眺めているうちに︑フト大変な
会いなさいと言われ︑また大蔵省に引き

私の人生の別れ道で︑適切な助言を戴

んももうこの世にはいない︒

ことに気がついた︒私はもともと役人

返した︒福田さんも私には天下の大秀才

クレジット・カードの現状
言われる︒︶

もたないのは犯罪者と貧しい黒人のみと

ットカードが発行されており︑カードを

メリカの実験例で︑タクシーと自動販売

品目をあげるのに苦しむほどである︒ア

は生活の隅々まで浸透し︑利用できない

信販系等各種カードがすでに三千五百万枚

しかし︑日本においても今︑銀行系・
もはや〝走る加盟店〟

いう報告があるが︑日本ではタクシーは

機を除けば︑カードだけで生活できたと

紀

も発行され︵別表則参照︶︑サラリーマ

ード化される可能性は十分ある︒又︑公

機も自動読取り装置の発達で近い将来カ

河

ドを︑つい最近まで我々は伝説的神話の
ン一世帯平均三枚のカードをもつ世情の

小

ごとく語っていたものである︒︵アメリ

化している︒しかも︑カードの利用範囲

中で︑ケネディの伝説性は現実性へと転

嘉平氏︵高商四︶︑関西支部より森近幹事

長が︑富山大学歌︑経済学部歌を披露し

のほか︑今年初出演の富山大学応援団部

衆電話についても二二二年中にカード化

であり︑自動販売

かのケネディ故アメリカ大統領がダラ

カでは現在︑バンクカード・T＆Eカー

に大きな変革をもたらすことになるであ

たその発展いかんによっては︑経済社会

長︵高商十六︶︑中京支部より堀江支部長

ﾉuh轌.

︵経済学部二十回︶
スで兇弾に倒れた時︑内ポケットには数
ドをはじめとして約七億枚に及ぶクレジ

いたという事実は注目に催しよう︒これ

通網の不整備な江戸時代に全国に及んで

〆 匠 も

されることが電々公社から発表されてお

′ ▲ l ト

り︑正にカート万能時代到来といって過

− 了
︵㈱ジエノンーピー本社勤務・係長︶

候である︒

事実︑日銀券の今年三月の発行量

日号︶

ろう山 ︵早大学内誌﹁新鐘﹂55年11月15

チフレーズで学生に至るまでクレジット

その大きな要因の一つにクレジットカー

がここ十年来はじめてゼロ成長に落込み︑

は昨今︑首都圏で〝駅のそば〟のキャッ

ないものはあるか

の代名詞のように親しまれている㈱丸井

ド等によるキャッシュレス方式の浸透が

私見だが︑恐らく

ギャンブル等︑公序良俗に合致しないも
ことも含めて︑富山とクレジットの関係

の創業者青井忠治氏が富山県出身である

−

のに限られるのではないだろうか︒︵カ

あると日銀が推測していることがその兆

昭和五十六年度

ので︑パーティの雰囲気はいやがうえに

定されている︶

︵富山大学応援団の出演は来年以降も予

も︑盛り上った︒

さらに高商の先輩と仰嶽寮歌を合唱した
席され︑また議事の上でも創立六十周年

︵高商四︶と長谷川副支部長︵経済こ︑

記念に関する提案がなされたので︑内容

石川支部より上原支部長︵高商四︶が出

昭和五六年度越嶺会総会は︑四月十八

的には大変意義のある総会になった︒

越嶺会総会の報告
日︵土︶午後三時より︑富山県民会館八

l概況

糟ホール ︵キャッスル︶ で開催された︒

昨年の総会決議に基つき一般会計から︑

H昭和五五年度決算の報告

年のごとく旧高岡高商の制帽に羽織袴︑

二〇〇万円が越嶺会基金に繰り入れられ

H総会議事の内容

減ったことは残念であったが︑遠来の鹿

のリードによる﹁黎明告ぐる⁝⁝﹂の高唱

たすき掛け︑高下駄スタイルの岡野先輩

なお︑給金後の懇親会においては︑例

児島支部より高島支部長︵高商三︶︑関東

参加者数が八十名近くで︑昨年よりも

支部より木田川支部長︵高商十四︶︑岡野

途
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言ではない︒今後︑絶対にカード化され

ード化すれば破産者が続出する︒︶
は今後面白い研究課題と思われる︒
二十歳を迎えた日本のクレジットカー

ところで︑ここで今日このように隆盛
を迎えているクレジット・カードの歴史は︑

エツク体制の強化︑

3R

ト業界は︑不健全利用や第三者悪用のチ

利用代金の支払いや

ミリオンカートサービス（MC）

二十年前にシステムをアメリカから導入︑

クレジット・ビューロー︵現在︑ジェーシ

克服しなければなら

3

s

設立された日本ダイナース・クラブと日本

ない問題も多いが︑

すい機能の充実等︑

クレジットカードの原形が︑アメリカの

照︶

男教授の述べるよう

早稲田大学の矢島保

ービー︶などの銀行系カード︵別表倒泰

それよりもはるか以前の江戸時代にしか

に始まるが︑もっと大きな意味での

も越中の国で見出されることを知る人は

クレジットカードが

プラスチックマネー

に﹁いずれにしても﹂︑

のクレジットカ

少ない︒割賦販売のルーツとしては︑伊
った分だけ一括後払い﹂

予愛媛の漆器の掛売が有名であるが︑﹁使

日常生活に次第に溶
け込んできているこ

として︑われわれの

とは確かであり︑ま

ードシステムとしては正に越中の売薬商
て﹁個人票﹂と称する顧客リストが子孫

法が酷似している︒しかも︑カード会社

代々継承管理され︑その流通ネットが交

ダイヤモンド・クレジット（DC）

住友クレジットサービス（VISA）

H

一 J i 1 1

金しか入っていなかったというエビソー
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できないご恩返し
辺さんの下でも終戦後一年位働いた︒お

入省と同時に私は福田さんの課に配属

良之助

てしまった︒同級生でもう一人合格した

湊

津田君は︑外務省に入ったが︑私は三井

に遊びにいったが︑まことに豪壮な邸で

姉が嫁いでいた先であって︑よく夏休み

高岡信用金庫理事長
に受験勉強をするかが大間膚であった︒

この六十年間︑誰にも迷惑をかけず︑

ところが色紙を眺めているうち︑突然
父も一目置いていたと思われるが︑その

先年︑郷里の土蔵を整理していると︑

二人には一身上のことでもお世話になり︑

分の力で生きてきたように思っていた

物産に入社した︒大学では︑切角大学か
に気がついた︒私の一生に決定的な方向
伯父の手紙に︑お宅の長男は学校もよく

また結婚の仲人も引き受竹て戴いた︒終

︵高商十四回︶

実は数え切れない位多くの人々のせ
ら始めて高文の合格者を出したのに︑民

かったかと旦愛知さんは︑お断りになっ

づけをきれたのは︑実は愛知さんではな

なっていることに︑最近気がついて
︒ご恩返しをしたいと思っても︑で
生のためにも︑何とか役人にしようとい

間会社におくのは勿体ない︒本学の同窓

に

た

な

き
き

に受けた高文に︑どうしたことか合格し
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