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1. REENAL プロジェクトとは 

 
新しい銀行像をつくろう 

りそな銀行は、大和銀行とあさひ銀行が合併して、

ちょうど 10 年前の 3月にできた銀行です。皆さんご

存じのように、その 2 ヵ月後に「りそなショック」

ということで、公的資金を申請し、実質国有化とい

うことになりました。この危機体験があったおかげ

で、銀行という非常に官僚的な組織のなかで、「自由

にやってみろ」という流れが生まれました。りそな

ショックを機に旧経営陣は全員代わり、金融業とは

縁遠い JR 東日本から細谷会長が参りました。その細

谷が、「新しい銀行像をつくろう」というメッセージ

をくれ、当時執行役員だった私の上司も「俺の権限

の範囲なら何をやってもいい」と背中を押してくれ

ました。その飛び地のようなスペースを利用しなが

ら、「銀行として地域に何ができるのか、とりあえず

先行事例をいっぱいつくってくれ」ということで、

始まったのが、この“REENAL プロジェクト”です。 

REENAL は、「りそな＝RESONA」と「REGIONAL＝地

域」を組み合わせた造語です。それ以降、色んな企

画を立ち上げました。小さなものばかりですが、や

っていくと企画がたくさんカタチになりました。先

ほど植木さんもおっしゃっていましたが、「なぜ今こ

の人に会うのか」、「なぜ助けてくれるのだろう」と

いううれしい偶然が重なりましたので、これを必然

にしたいという思いから、りそな総合研究所を兼務

することになり、それを体系化することに成功、現

在、その手法を講義・講演・研修・ワークショップ・

コンサルティングで提供しています。やっているこ

とは単純で、強みを活かして、足りないところを補

うということだけです。つまりは協働をどんどんや

っていきましょうということなのです。 

りそな銀行の強みとは 

我々の銀行はメガバンクでも、地方銀行でもあり

ません。その間の、言わば中途半端な立ち位置にあ

るわけですが、その中途半端な立ち位置を逆に活か

したいと考えました。 

そこで我々の強みは何なのかを真剣に考えますと、

我々の銀行はお取引のない業種はないというくらい、

いろんなお取引先が充実しています。しかも全国規

模の銀行なので、色んなテーマについて、適宜テー

マに応じた企業さんに登場してもらうということが

できます。ただし、それまで我々がたどってきた道

は、お客様のところに行ってもお金の話ばかりとい

うものでした。ところが皆さんの頭の中は、お金に

関してはほんの一部分で、お金以外のところに様々

な関心があるはずです。そのお金以外の、非金融の

部分の課題を一緒に考えていくことができれば、非

常に深いリレーションができて、機運が盛り上がる

のではないか。これを試行錯誤しながらつくってい

こうと考えたわけです。今は右肩上がりの時代では

ないからこそ、生まれてくる課題がたくさんあるは

ずです。たとえば個人ならば、ライフスタイルやラ

イフステージに応じた夢実現のようなもの、企業さ

んでは本業部分の課題があると思います。そこの部

分を一緒に考えて解決していきましょうというわけ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

REENAL プロジェクトの事業モデル 

我々は金融機能しか持っておりませんが、我々と

お取引のあるお客様は、そうした様々な課題を解決

してくれる機能をたくさん持っておられます。お取

引先には、企業を始め、さまざまな地域活動団体や
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大学、あるいは行政の方々など、多岐にわたります。

我々はそこと繋がっていますので、目利きとして、

うまくコーディネートして、その解決策を一緒に考

えていきたいと考えたわけです。課題をもらって解

決するとリレーションが深まります。リレーション

が深まると、「次はこんなことをやってよ」と、どん

どんできることが増えていきます。我々のリレーシ

ョンは深まりますし、機能を提供していただくとこ

ろのリレーションも深まっていく、一緒に取り組む

ことで双方が利益を得るというのが、我々のモデル

なのです。これを試行錯誤しながら展開していった

ところ、500 件くらいの実績が積み上がりました。

やっていることは簡単で、それぞれの企業さんや大

学、地域の団体さんや行政の方々が持っている強み

をうまく組み合わせて、それぞれの地域の課題に応

じてそれをぶつけて、課題を一つひとつ解決してい

く。それによって地域が活性化すれば、当然経済活

動は起こります。その時に我々の金融機能を発揮さ

せていただいたらよいという考え方が、この REENAL

というプロジェクトなのです。 

「そんなことできるんかいな」というお話ですが、

我々が取り組んだ事例を、ちょっとご紹介させてい

ただきます。 

 

2. REENAL プロジェクト ケーススタディ 

 
事例 1 RESONART CARD（りそなキャッシュカード） 

これは、FM 局さんと組んで、若手アーティストの

作品をキャッシュカードの券面に載せるというプロ

ジェクトです。この FM 局さんは、「digmeout」とい

うアートプロジェクトで若いアーティストを発掘し、

局のビジュアルに積極的に採用するという活動をさ

れています。FM 局さんにすれば、キャッシュカード

は非常にオフィシャルなものですから、色々な企業

の目にとまって、アーティストの活躍の場が広がり

ます。我々にすれば、ブランド力の回復のためにも、

若い人に支持していただける銀行に生まれ変わりた

い。それらの思いを一緒にして、それぞれの足りな

いところを、それぞれの強み、FM 局さんなら若手ア

ーティストを抱えて、非常に目利き力を持っておら

れる、我々はキャッシュカードの券面は最大の強み

ですので、これを活かして、二者をクロスさせると

こうした企画になったわけです。無名のアーティス

トですが、非常にレベルの高いもので、キャッシュ

カードは実に 78 万枚出ました。 

事例 2 水筒キャンペーン 

また、水筒のキャンペーンもおこないました。前

述の FM 局さんと一緒にスポンサー開拓をやってい

こうということになりました。そこで象印さんに働

きかけるためのきっかけづくりとして、野外イベン

トでフリーマーケットを一緒にやることになりまし

た。フリーマーケットというのは究極のエコですの

で、「水筒を見直そう」ということをラジオで呼びか

けたわけです。魔法瓶会社でもないラジオ局と銀行

がそんなことを呼びかけると、3 万人規模のイベン

トだったのですが、1000 人以上の人が「マイ水筒」

を持ってきてくれました。その時の笑顔があんまり

素敵だったので、ウェブサイトにアップして、それ

を後日、象印さんに持って行きました。「やっといた

らよかった」と、今や「マイボトルキャンペーン」

を始められて、テレビでも CM を打たれて、実は FM

局さんでレギュラー番組を持っておられます。我々

も今はお取引をいただいております。そしてステン

レスボトルの売上は業界で 5 年間で 150％になりま

した。 

 

売り手よし、買い手よし、世間よしの三方よし 

これ、誰も損をしていません。それぞれの強みを

生かすとそんなことができるんです。我々銀行は今

までお金を貸すだけだったのですが、よくよく考え

ると、お客様という宝の山を全く使っていませんで

した。これを使うことによって、いろんな事ができ

るのではないかということがわかったわけです。

我々は何万社というお取引様がありますから、その

お取引様ごとの強みを活かして、いろんな足りない

ところを補い合いながら、テーマごとに取り組んで

行くことができます。しかもそれが我々の差別化戦

略にもなりますから、お客様にも喜んでもらい、世

の中のためにもなり、自分たちもメリットがある、

そんなことを探してやりましょうということを、ず

っと取り組んでおります。 
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事例 3 天神橋筋商店街限定定期預金 

さて、この REENAL プロジェクト、実は一番最初に

取り組んだ企画は、商店街の活性化でした。私は大

学の時に商業施設の研究をしておりましたので、「新

しい銀行像の具体例を作れ」と言われた時に、自分

の得意分野でやるのが一番早いと思ったわけです。

この商店街、日本一長いといわれている天神橋筋商

店街なのですが、商店街の中には我々のグループだ

けで当時 4店舗ありまして、その 4店舗の中だけで

扱う定期預金（天神橋筋商店街限定定期預金）をつ

くったわけです。500 口座限定で、オリジナルの証

書入れをつくり、裏に天満宮さんの朱印が押してあ

るというものですが、決して金利が良いというもの

ではありません。「こんなもんが流行るんかいな」と

いう批判のもと、数万円の企画だったので、やらせ

ていただくことになりました。そこで天満宮さんに

朱印を貸していただけるようお願いにあがりました

が、最初は「商売には貸せない」と断られました。

しかし「まちおこしなんです」と懸命にお願いする

と貸していただけることになりました。朱印をお借

りし、私は社務所で 2 月の寒い時期に、500 個一生

懸命押しました（笑）。当初乗り気でなかった商店街

の理事長さんも「どうせやるなら、天満宮で記者会

見をやろう」と話をつけていただき、天満宮さんで

朱印の調印式を行うことになりました。調印式には

我々の役員、大学の教授、宮司さんが集まりまして、

大学生のアルバイトの花娘が着物を着て、三方に朱

印を乗せ登場、その朱印を押し、「はいできました！」

と演出したところ、5 大紙どころか、テレビの取材

も来て、ある地方紙は一面トップのカラーで取り上

げてくれました。「銀行と商店街と大学が仕掛ける新

しいまちおこし」。朱印を押した定期預金をつくった

だけなんですけど（笑）。それがきっかけになり、500

口座売り切れまして、11 億円預金が集まりました。

しかも朱印が押してありますので、「解約したらバチ

が当たりそうや」と、解約阻止にも繋がりました（笑）。 

この企画で何が一番よかったのかと言いますと、

カタチにして広報したことによって、私のところに

電話がかかるようになったんです。私、銀行の営業

をやっていまして、先方から声を掛けていただくな

どという経験は、今まで一度もありませんでした。 

事例 4  天国の本屋～恋火 試写会 

松竹映画のプロモーション会社さんからは、商店

街と花火をテーマにした竹内結子さん主演の映画

「天国の本屋～恋火」のプロモーションのお話をい

ただきました。「大阪で商店街と花火と言えば、天神

橋筋商店街しかないでしょう。何か企画はありませ

んか」と。そう言えば、りそなにはパイプオルガン

まである 560 人は入れるホールがあります。「ここを

開放して、封切り前の映画の試写会を銀行でやりま

しょうよ」ともちかけました。銀行の大きな金庫の

ある隣のホールで封切り前の特別試写会ということ

で、マスコミに大きく取り上げられ、これも大好評

でした。 

事例 5 天神橋筋商店街 清酒「百天満天百」 

そうすると商店街の理事長さんも「もっとやろ！

もっとネタがあるやろ」みたいな話をしていただけ

るようになりました。実はこのあたりは水どころで、

昔は 80 軒くらいの造り酒屋があったということで

す。「じゃあ、それを復活させましょう」と、田植え

から稲刈りまでして、定期預金と同じ名前の「百天

満天百」という商店街のオリジナルのお酒もつくっ

て、商店街で売ってもらうことになりました。この

酒を造っていただいたのは、我々のお取引先の紹介

先です。そうするとこれも新聞に載ります。これは

一年だけではなくて、何年もの、何年ものという形

で、毎年つくっていくことになりました。 

事例 6 繁盛亭チャリティ寄席 

 

 

 

 

 

 

 

 

そうこうしているうちに、上方落語協会の会長に

なった桂三枝（現：文枝）さんが「天満天神繁昌亭」

という定席の小屋をつくるという話を、商店街の理

事長さんからお聞きしました。ところが土地は天満

宮さんで提供していただけるものの、上モノには 2

億円かかるということです。「寄付を集める方法を一
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緒に考えてくれ」と理事長さんから言われて、落研

出身で三枝さんの大ファンだった私は、またまたな

い知恵を絞りました。映画の試写会をやったホール

でチャリティ寄席をやろう。お一方 5,000 円で、500

人入るから一日で 250 万円集まるはずです。しかも

生の落語を見てもらって、寄付金集めのピーアール

にもなり、実際に体験していただくことで、落語の

ファン層も増えます。三枝さん、鶴瓶さん、ざこば

さんというベストメンバーのチャリティ寄席は、興

行会社の違う 3 人が同じ舞台に上がるということで、

マスコミに大きく取り上げられました。それから 2

年半、寄付金は 2 億円以上集まり、繁盛亭は今や大

阪の観光資源としてなくてはならないものになって

います。 

事例 7 ニューオーリンズ復興支援コンサート 

これをきっかけに、ハリケーンのカトリーナで被

害を受けたニューオーリンズの義捐金集めに、この

仕組みを使っていただこうと、米国総領事館と大阪

商工会議所と、ジャズコンサートを共催しました。

一人 6,000 円の寄付で 600 人、360 万円送ることが

できました。そのお礼としるしとして、今度はニュ

ーオーリンズから本場のジャズ集団がやってきてコ

ンサートを開催しました。この時も 600 人の人たち

を集め、またお役に立てることができました。 

実はその後、その米国総領事館から米国国務省主

催インターナショナル・ビジター・リーダーシップ

プログラム（後で知ったのですが、あのイギリスの

サッチャーさんや海部俊樹さん、村上春樹さんが若

い時に経験されたプログラムでした）に推薦してい

ただき、私は三週間アメリカにご招待いただいて、

様々な方と意見交換する機会をいただきました。そ

れもこれもきっかけはあの朱印だったわけです。そ

んなことがどんどん広がって、このホールでは今も、

パイプオルガンコンサートやクラシックコンサート

を定期的に開催しています。 

 

3. 広がり続ける REENAL プロジェクト 

 
“わらしべ長者”的展開はなぜ起こったのか 

その後、前述の義捐金集めに関連して、東日本大

震災の被災地支援のセミナーを開催したり、それが

きっかけで大阪市の社会福祉協議会さんと地域人材

の育成事業を一緒に進めたりといった展開になって

います。「藤原さんのやっていることって、“わらし

べ長者”的な展開ですね」と、よく言われます。 

「なぜそんな小さな事で、どんどん広がったんです

か」ということですが、振り返ると、「世のためにな

ることをやりましょう」となると、色んな人が集ま

ってくれます。しかも「一人勝ちはなし」というこ

とにしています。また、「お互い自律・自立した形で

やりましょう」ということを最初から言っています。

誰かに頼るではなく、それぞれが自立した形で、強

みを持ち寄ってやるということです。そうすると志

の高い人が集まって、どんどん広がっていくわけで

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小さいことでもカタチにする 

それからもうひとつ。始まりは小さいことでした

が、カタチにするということにこだわっています。

カタチにしたら、いろんな人が乗ってくださるんで

す。私は“マグネット効果”と呼んでいますが、ど

んどんそういう人たちが集まってきて、強みを生か

しますので、どんどんクオリティの高いことができ

るようになります。それが広がって繋がっていき、

最終的にはムーブメントのようなことが起こせるの

ではないかと考えているのです。 

マグネット効果を必然にするために 

ここで私がこだわっているのは、これを偶然では

なく、必然にしていきたいということです。それぞ

れの強みを活かして、足りないところを補って、協

働を起こし、課題を解決していく。課題を解決した

ら、最終的には本当の需要も生まれますし、人材も

育つはずです。こうした流れを必然にするために、

うまくいっている企画を因数分解してみました。そ

うすると強みの要素にきれいに分かれます。この逆
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をやるには、それぞれの方々が持っている強みの要

素をしっかり把握することが重要であるということ

に気づいたわけです。この強みの要素の把握がしっ

かりできていないと、うまい協働はできません。 

みんなで強みの要素をストックし、整理をする 

従って我々が日々強調しているのは、いろんな

人々が持っている強みをきちんと取材し、ストック

として持っておくこと。それを持ってうまく組み合

わせて編集をします。強みの要素を整理分類してお

くということです。これをみんなで一緒にやるんで

す。そうすると分類項目が決まって、それぞれの組

織の価値観が共有できるわけです。そういうことを

日々やっておくと、何か事が起こった時に、整理分

類されたものを眺めながら組み合わせていくと、一

番良い答えが見つかり、閃き（ひらめき）も生まれ

ます。いきなり企画を考えるのではなく、日々どう

いう人たちがいて、どんな強みを持っているのかを

常に把握し続けることが重要なんです。構成メンバ

ーの強みを整理したものを、私は“曼荼羅図”と呼

んでいますが、マトリックスができます。そのマト

リックスを眺めながら、ストーリーの展開を考える

のです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、大阪市では、新たな地域コミュニティをつく

っていこうと、地域活動協議会を形成しょうとして

います。私はその中間支援組織のスーパーバイザー

をさせていただいているのですが、やっていること

は同じで、その地域にどんな団体があって、どんな

企業があって、どんな方々がおられるのかを集め、

曼荼羅図をつくって、何か課題があればそれを眺め、

組み合わせてストーリーをつくり解決していくとい

うものです。これを大学や事業の研修や自社組織の

中でもやっておりますし、行政の方々や地域の方々

にもご提供させていただいております。 

触媒的な地域人材になってください 

ところがこの、“いろんな方々の持っている強みを

把握し整理する”ということ、地道で結構しんどい

ことなんです。らせん階段をあがっているようなも

ので、上から見たら同じことの繰り返しをやってい

るように見えるかもしれませんが、横から見ると確

実に上がっているのです。自分たちで全部やりきっ

てしまうのではなく、登場人物が持っている強みを

把握して、触媒となって火を点けることのできる人

材が、今求められているのだと思います。ですから

皆さんにはぜひ、触媒的な地域人材になっていただ

きたいと思っています。そうすると世の中の課題も

解決され、それぞれの方が持っている強みも磨かれ、

それぞれの方が生き生きと生活できるのではないか

と考えております。私はそういうことをやっていた

だける方に、特別な資質はいらないと思っています。

ただ「謙虚さを持って、ひと手間を惜しまない」と

いうことが重要なのではないかと、これらの取組を

通じて実感しております。 

 


