国際ロータリー2016～17 年度会長 ジョン Ｆ．ジャーム

第 2714 回例会 平成 28 年 8 月 19 日（金）
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石川 憲弘 会長
◇ ロータリーソング
手に手 つないで
◇ 四つのテスト
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入会式
矢野 理恵（やの りえ）会員 三井生命保険株式会社
推薦人 八田 光雄 会員、久米 剛 会員
顧 問 小宮山 四郎 会員

成田第二営業部

営業部長

所属委員会

クラブ管理運営委員会
クラブ会報
Ｓ．Ａ．Ａ．
職業分類
生命保険、地域営業
ただいまご紹介に預かりました三井生命の矢野と申します。今日からよろしくお願い致し
ます。私が仕事でお預かりしているエリアは、成田市、八街市、富里市、酒々井町、大栄、
多古町、下総エリアは、香取市、潮来市、神栖市です。三井生命に入社したのは 4 年前、
皆さんご存知のセールスレディーとして入社いたしました。3 年半で営業部長、今の職を
預かり、このエリアを任されております。私は岡山県倉敷市の方で違う仕事をしておりま
した。成田に来て、大変伝統があり、圧倒される歴史の重みに感動しまして 3 年前からお
祭りというお祭りに協力させていただいております。今年は本当番であった上町の方でお
手伝いをさせていただき、先日の 16 日は下総のお祭りでスポンサーをさせていただいてお
ります。地域の方と触れ合うことによって成田の良さを実感し、私は成田の出身ではあり
ませんがその土地の方の為に何かできないかなという事で色々させていただいております。
今回ご推薦いただいた三井住友の八田支社長およびＡＮＡクラウンプラザホテルの久米総
支配人とは、お仕事の絡みで、地域の方の悩みで奥様が来ないとか、嫁が来ないとかそう
いう話が多かったので、婚活パーティーを大々的にやらせていただきました。それで夏は
13 組、今回は 5 組カップルが成立いたしました。地域のために少しでも盛り上がるお手伝
いが出来たのかなと思っております。色々なことをやって行く中で、お二人から今回のご
推薦をご承認いただきこの場に立たせていただくことができました。剣道を実業団でずっ
とやってまいりまして、成田ロータリークラブにも剣道の先輩、先生が沢山いらっしゃる
ということをお聞きしました。下働きなら何でもできますので、是非お手伝いさせていた
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だきたいと思っております。住まいは茨城県の神栖市、転勤のないエリア型の部長という
ことで赴任してきましたので、よっぽどのことがない限りずっと成田にいることが出来る
かと思います。伝統と歴史のある成田について、是非色々教えていただきたいと思ってお
りますので、今日からよろしくお願いいたします。
◇ ニコニコボックス
近藤 博貴 会員：次男の新盆に際しまして、多くの会員の方にお
出でいただきました。色々お世話になりました。また、クラブから
も見舞金をいただきました。併せてお礼を申し上げたいと思います。
ありがとうございました。
佐藤 英雄 会員：8 月 8 日、9 日、陸前高田ロータリークラブへ
行ってきました。成田高校のインターアクトクラブ顧問の早川先生、
生徒 2 名、佐瀬会長エレクト、私の総勢 5 名。義援金は事前に送金
しておりましたが、前ガバナー補佐の千田さんのお話では、全国か
ら色んなお金や品
物が市役所へ届けられるそうです。しかし
成田ロータリークラブのように、義援金を
直接クラブへ「奇跡の一本松を復興させる
資金としてお使いください」ということで
届けたクラブは無かった」と大変感動され
ておりました。 皆さん、ご協力ありがとう
ございました。

高橋

晋 会員：昨日、中型免許の講習が無事に終了いたしました。

◇ 委員会報告
・クラブ広報委員会
長原 正夫 委員長
例会終了後、委員会を開催いたしました。今年は、ロータリーの友
などで広報活動を行う事にしておりますが、ロータリーの友に掲載
する場合、集合写真は掲載できないという規定がありますので、色
んな場面で写真を撮られる場合、集合写真ではなく、その様子を撮
影した写真をお願いいたします。
・クラブ管理運営委員会
矢島 紀昭 委員長
8 月 17 日水曜日、成田Ｕ－シティホテルのＢＢＱで、総勢 15 名の
委員会を行い大変盛り上がりました。その中で、例会で歌うロータ
リーソングは、「手に手 つないで」を重点的にという案が出まし
た。特に家族例会ではこれを皆さん一緒に歌いましょうということ
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になり、わからない方もいるので、ボードに歌詞を大きく書いたものを用意いたします。
会員にも家族にも覚えていただき、楽しい雰囲気の中でフィナーレを迎えようという考え
です。また外部卓話には小泉成田市長を予定しておりますが、それ以外にも、色々な場面
で知り合えた方への卓話依頼も積極的におこなっておりますので、楽しみにしておいてく
ださい。
◇

会長挨拶

石川

憲弘

会長

8 月 12 日はお盆の為例会は休会となりました。私事ですが
地元の天台宗長栄山円融寺の檀家総代を務めさせていただ
いておりまして、8 月はお盆行事で大変な忙しさです。
円融寺は天台宗北総地区の本寺でありまして、末寺は定かで
はありませんが土屋の薬王寺などかなりの数に上ると聞い
ております。檀家の数は田舎のお寺ですので約 200 軒ほど
です。
この円融寺は毎年、施餓鬼が 8 月 15 日と言うことからもこの辺のお寺では、一番の歴史
あるお寺と昔から聞いております。地区ロータリーのセミナーなどにもお寺の行事と重な
りまして出席できない時もありましたが、皆様方に助けていただきありがとうございまし
た。先日印西ロータリークラブの例会にお邪魔してきました。例会見学は 3 クラブ目です
が、これは吉田幹事の発案で 9 分区全クラブをメイキャップして回りまして、他クラブの
良いところは成田クラブの例会にも取り入れていこうというものです。早速印西ロータリ
ークラブの良いところを見習いまして、例会が始まる 3 分前に、呼び鈴をならし席につい
ていただこうと思いました。印西ロータリークラブは「かしわや」というお蕎麦屋さんで
例会をしているのですが、そのお蕎麦が温かくおいしくて、又、足を運びたくなるような
気分になりました。そして印西クラブに星野様という 30 歳の若い弁護士さんが、Ｓ.Ａ.Ａ
として在籍していまして、名刺交換をしましたが、星野様の事務所は港区西新橋です。随
分遠いところから時間をかけて例会に出席しているのだと思いましたが、ロータリー歴は
2.5 年偕出席だそうです。
8 月 26 日は月見例会、8 月 28 日は青少年奉仕の一つであり、継続事業であります剣道大
会、今年の開催は玉造中学校で行われる予定です。今年は成田市長小泉一成様もお見えに
なりますので沢山の会員出席をお願いするところです。今日はこの後、会員増強テーブル
ディスカッション、会員卓話が予定されておりますのでこの辺で会長挨拶とします。
◇ 幹事報告
吉田 稔 幹事
≪回覧≫
・週報
富里、印西、成田空港南ロータリークラブ
・活動計画書 富里、印西、成田空港南ロータリークラブ
・例会変更
白井ロータリークラブ
・ハイライトよねやま 197 号
・米山学友会より案内

ロータリーデーＢＢＱ大会 2016
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・2016 年規定審議会決議に基づく
国際ロータリー定款
国際ロータリー細則
標準ロータリークラブ定款 の和訳お知らせ
・米山学友ホームカミング実施報告書
・交通遺児育英会 君とつばさ
≪連絡≫
・各種出欠表・8 月のレート

◇

102 円・今月の在籍会員数 61 名

卓話

～～～自己紹介及び会社説明～～～
日本生命保険相互会社 成田支社
支社長 伊藤 英徳
みなさん改めまして日本生命の伊藤
宜しくお願いします！

英徳でございます。

早速ですが、自己紹介をさせて頂きます。
まず私の出身についてですが、九州は福岡県北九州市の出身
でございます。
日本地図で示しますと、ここ成田から西に約８９０キロの所
にある場所が福岡県です。その福岡県の最北端に位置するの
が北九州市です。
北九州市には有名なものがたくさんあります。
まず、皆さまご存知「巌流島の闘い」で宮本武蔵と対峙した
佐々木小次郎が剣術指南役として活躍した“小倉城”があり
ます。
次に、博多祇園山笠、小倉祇園太鼓とともに福岡県夏の三大
祭りの一つとして有名な“戸畑提灯山笠祭り”があります。
この祭りは全国でも珍しい女人禁制の祭りであり、国の重要
無形民俗文化財に指定されています。
そして、外せない絶品グルメの“からし明太子”があります。
さらに、映画「無法松の一生」にも登場する“小倉祇園太鼓”がございます。
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さて、実は今から 15 年ほど昔、私は門司（モジ）ロータリアンで
した。ちなみに「門司」は北九州市の先端に当たる本州との玄関
口にある都市です。
←これが門司ロータリークラブのバナーです。このバナーの背景
には、九州と本州をつなぐ「関門橋」が描かれています。
間もなく公開予定の映画「海賊と呼ばれた男」の主人公の国岡鐡
造は出光興産創業者の出光佐三さんをモデルとしており、この関
門海峡が舞台となっているんです。
さらに、この海に描かれている 2 人の神官は「めかり（=わかめ刈
り）」をしている状況を示しています。「めかり」とは、わかめ
を刈り神様にお供えする神事です。毎年 1/1 元旦、真冬の海に入
り 3 名で行います。1 人が松明を持ち、1 人が桶を持ち、1 人が鎌を持つ伝統的な神事でご
ざいます。
当時、私は門司ロータリアンとして、毎週例会に参加してきました。そして、懇親ゴルフ
もやってきました。さらに、積極的な情報交換（=飲み会）もやってきました。
ここから話が代わりまして、弊社日本生命と我が成田
支社の状況を簡単にご紹介します。
まず、日本生命についてですが、創業は明治 22 年（1889
年）であり、今年で 127 年以上の長い歴史を持つ企業で
す。商業の中心都市でありました大阪発祥の会社です。
総資産は、63 兆 4,538 億円（平成 27 年度末）。自己資本
は 4 兆 8,154 億円（平成 27 年度）。保有契約は 168 兆 1,055
億円でございます。
全国には 109 支社あり、1544 もの営業部があります。営業職員は約 5 万人おり、約 1000
万人のお客様がおります。
次に我が成田支社について紹介します。
成田支社は、千葉県北東部と茨城県南東部を 11 営業部・1 ライフプラザの体制で運営して
おります。職員在籍は 8/1 現在で 370 名、約 6.8 万名のお客様を担当しております。
最後に、日本生命の新商品について、2 点ご案内させて頂きます。
1 つ目は、「ニッセイ逓増定期保険」です。
弊社が今年の 6/20 に新発売しました経営者様向けの保険「ニッセイ逓増定期保険」は、事
業の発展とともに重くなる経営者様の責任に併せて、保険料は一定で保険金額が増額しま
す。また、経過年数１年目から始まる大きな返戻率が魅力です。
2 つ目に、今年の 4 月に新発売しました全く新しいコンセプトの保険「ニッセイ長寿生存
保険（終身年金保険）」（愛称：グラン・エイジ）の宣伝をさせて頂きます。＜ＤＶＤ視
聴＞以上です。商品内容の詳細はお手元のパンフレットをご覧下さい。
最後になりますが、何事も全力で頑張りますので、皆さまどうぞ宜しくお願いします！
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◇テーブルディスカッション

≪会員増強月間≫
会員増強・退会防止委員会

髙橋

晋

委員長

・会員候補者リストの検討

◇

点

出 席

鐘

石川

憲弘

会長

表

会員数

出席義務者数

出席数

欠席数

出席率

前回補正

６１

６０

４２

１８

６８．８５％

７５％

ＭＡＫＥ ＵＰ

ＣＡＲＤ
氏

石川 憲弘、吉田

稔

名

月

各会員

日

7 月 27 日

ク ラ ブ 名
印西ロータリークラブ

吉田 稔 会員（前回記載漏れ）

8月5日

第３回役員・理事会

石川 憲弘、小宮山 四郎、吉田 稔 各会員
滝澤 尚二、小川 賢、石川 憲弘、諸岡 靖彦
山田 真幸、矢島 紀昭、仲村 盛政、深堀 伸之
佐久間 高直、小泉 英夫、甲田 直弘、小寺 真澄
堀口 路加、吉田 稔 各会員
長原 正夫、成田 温、神﨑 誠、松田 泰長
八田 光雄、石川 憲弘、吉田 稔、豊田 磐 各会員
松田 泰長、諸岡 靖彦 各会員
松田 泰長、諸岡 靖彦、神﨑 誠、佐藤 英雄
齋藤 三智夫 各会員

8月7日

地区奉仕・財団セミナー

堀口 路加、浅野

正博

各会員

8 月 17 日

クラブ管理運営委員会

8 月 19 日

広報委員会

地区ロータリー研修委員会
ＲＬＩ・ＤＬブラッシュアップ
8 月 20 日
研修会
8 月 20 日

8 月 22 日

千葉ロータリークラブ

例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786
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