国際ロータリー 第 2780 地区

２０１６
～ｋか〜

伊勢原ロータリークラブ週報
ＲＩ会長

■
■
■
■
■

地区ガバナー
会 長
幹 事
会報委員長

２０１７

ジョン・F・ジャーム
佐野 英之（秦野 RC）
村上 一秋
田中
徹
濵尾ゆかり

例会日
例会場
事務局

毎週水曜日 12：30～13：３0 （12:00 より食事）
伊勢原市石田 350 （株）アマダ内 フォーラム 246
☎0463-96-3711
〠259-1131 伊勢原市伊勢原 1-2-2 横浜銀行伊勢原支店内

☎0463-92-5777

Fax0463-95-5313

第 2464 回 例会
平成 28 年 10 月 26 日(水)晴れ
会長報告
渋田川芝桜花咲プロジェクト
11 月 ボランティアを募り作業を行う
ふれあい授業
11 月 18 日(金) 伊勢原中学校
台湾交流野球大会
次年度 8 月後半伊勢原市小学生派遣
クリスマス例会
12 月 21 日(水) レンブラントホテル

点

mail：rc1isehara@gmail.com
村上

鐘

一秋会長

ロタリーソング

手に手つないで
四つのテスト(築城忠生会員)

司会・進行

井戸川秀治会長エレクト

お客様

木村 秀崇様 (熊本西ロータリークラブ会長)
木村 えり子様(熊本西ロータリークラブ会長夫人)
大矢野 種康様(熊本西ロータリークラブ会長エレクト)

今後の予定
11/ 2
11/ 9

第 2465 回
第 2466 回

11/14-19

第 2467 回

11/23

第 2468 回

卓話：飯田隆三君・東井重和君
卓話：ゲスト 丹治雄一氏
炉辺会合 鳥好
(通常例会はございません)
勤労感謝の日 休会

幹事報告

1.
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3.
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6.
7.

8.



ガバナー事務所より
11 月のレートのお知らせが配信されております。
1 ドル＝102 円
第 1 回 地区補助金説明会 開催のご案内が配信
されております。
日時：10 月 29 日(土) 14：00～16：00
場所：第一相澤ビル 6 階「会議室」
返信:10／29(月)迄
ROTEX 懇談会/来日学生オリエンテーション開催の件が配信されております。
日時：11 月 5 日(土) 13：00～15：00 ROTEX 懇談会
15：00～16：00 来日学生オリエンテーション
場所：第一相澤ビル 6 階「会議室」
返信：10/31 迄
米山学友会主催「国際交流会」の開催のご案内が配信されております。
日時：11 月 19 日(土) 13:00 開会
場所：秦野商工会会議所 1F
会費：3,000 円
返信：11/6 迄
クラブ研修リーダーセミナー開催のご案内が配信されております。
日時:11 月 16 日(水) 13：30～登録 14 時:00 開会
場所：藤沢商工会館
出席対象者：クラブ会長エレクト・クラブ研修リーダー
返信：11/4 迄
質問アンケートの依頼
返信：11/4 迄
「職業奉仕月間」卓話者派遣についてのお知らせが配信されております。 回答締切日：11/30
第 7 グループガバナー補佐杯親睦ゴルフ大会開催についてのお知らせが届いております。
日時：11 月 24 日(木) 8：00 集合
場所：伊勢原カントリークラブ
参加費：3,000 円
負担金：各クラブ 3,000 円負担
申込・負担金締切：11/5 迄
地区大会の御礼が届いております。
秦野名水 RC より 第７グループ会長・幹事会のお知らせが届いております。
日時：11 月 15 日(火) 場所：やなぎ家 本店
会費：3,000
返信：10/28 迄
米山記念奨学会より ハイライトよねやま 199 が配信されております。



例会変更のお知らせが届いております。
秦野 RC
11 月 1 日(火)

→ 11 月３日(木･祝)市民の日
３クラブ合同社会奉仕活動に振替

11 月

→ 11 月３日(木) 市民の日へ振替
→ 夜間例会 （点鐘 19:00） 場所：秦野商工会議所
→ 移動例会
→ 移動例会
→ 休会
→

通常例会

スマイル報告 山田 昌紀

村上
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隆三君
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東
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会員誕生祝い

結婚祝い

創立祝い

秦野市文化会館駐車場

8 日(火) → 通常例会 卓話

秦野中 RC
11 月 4 日(金)
11 月 18 日(金)
秦野名水 RC
11 月 3 日(木)
11 月 17 日(木)
11 月 24 日(木)
平成 RC
11 月 1 日(火)

木村 秀崇様
木村えり子様
大矢野種康様

集合：9:30～

４階

市民の日秦野３クラブ合同麻薬撲滅キャンペーン
相模原南児童ホーム見学

夜間例会 18：30 点鐘

場所：例会場（伊勢原シティプラザ４Ｆ）

スマイル委員長

4 月の熊本地震の被害の義援金を戴き誠にありがとうございました。お礼を申し上げる為に伺
いました。今後もよろしくお願いします。
熊本西ロータリークラブ会長の木村ご夫妻・会長エレクトの大矢野様、ようこそおいで下さい
ました。ありがとうございます。
熊本西ロータリークラブ木村会長・令夫人・大矢野エレクト様、遠路お越し頂きありがとうご
ざいます。
熊本西 RC 木村会長・令夫人・大矢野会長エレクト、ようこそいらっしゃいました。歓迎致し
ます。
熊本西 RC 木村会長・令夫人・大矢野会長エレクト、本日はようこそおいで下さいました。
大歓迎申し上げます。本日卓話頑張ります。
熊本西ロータリークラブの木村会長・奥様・大矢野会長エレクト様 ようこそおいで頂きまし
た。熊本地震大変でしたね。これからも頑張って下さい。
熊本西 RC 木村会長・令夫人・大矢野会長エレクト ようこそいらっしゃいました。歓迎致し
ます。
明日の野球大会よろしくお願いします。手違いからユニフォームが間に合わず申し訳ございま
せん。お披露目の試合を設定する様に致します。
木村様・大矢野様 まうごつうれしかバイ！野球の皆様明日は優勝目指して頑張って下さい。
木村様・奥様・大矢野様 ようこそおいで下さいました。ありがとうございます。明日親睦チ
ャリティー野球大会があります。野球同好会の皆さん 2 連勝目指してガンバリましょう。
先日地区大会の帰りに、反省会という名目の飲み会がありました。割り勘後不足分を村上会長
に戴きました。お釣りを預かってましたが、勝手に自分の判断でスマイルしちゃいます。会長
ありがとうございます。
熊本西 RC 会長木村様・同令夫人・会長エレクト大矢野様 ようこそ伊勢原クラブへお越し下
さいました。楽しんで行って下さい。
地区大会の際は有難うございました。皆様の優しさに感謝感謝です。有難うございます。
熊本西 RC 木村会長・令夫人・大矢野エレクト様 ようこそいらしゃいました。幼稚園・保育
園の運動会「かけっこ」で長女が 1 位、次女が出遅れてビリ！ちなみに長女は陸上部出身の妻
に激似。次女は性格と寝顔は私に激似です。
飯田 隆三君→誕生日を祝って頂きありがとうございました。先々週休んでしまって申し訳あ
りません。誕生日はウィーンの船上でサプライズの誕生日を祝って頂きまし
た。感動でした。
多田 政弘君→結婚記念日を祝って頂きありがとうございます。何年たったかは思い出せませ
ん。年のせいかそれとも愛情か…
大澤 守門君→結婚記念日を祝いありがとうございます。おかげさまで 20 年が経ちました。
当日の朝家内から「もう飽きた」と言われました。ありがとうございます。
小山 博正君→創立のお祝いどうもありがとうございます。ちょい呑みフェスティバルにも協
力させて頂いておりますのでどうぞご利用下さい。

大澤

スマン

守門君→野球同好会の皆様、私の発注ミスでユニフォームが当日間に合わない事態とな
りました。大変申し訳ございません。身体でつぐないます…
おめでとうございます

出席報告

地区大会長寿会員表彰記念品

野中敏幸君

外谷 正人 出席副委員長

会員数

出席計算に用いた数

出席者数

56

54

32

出席率（％） 前々回修正出席(％)

事前 MUP
なし

59.25

修正なし

事後 MUP

委員会報告
多田 政弘
クラブ研修リーダー委員会委員長
炉辺会合開催のご案内
第 1 回 炉辺会合 日時：11 月 14 日(月)～11 月 19 日(土) 18:00～21:00
参加費：委員会費・例会費より充当
ご希望日を FAX 又は Mail にて登録 締切：11/4
日程発表：11/9 ご案内
松下
孝 野球同好会監督
第 21 回神奈川県ロータリークラブ親睦野球大会
日時：10 月 27 日(木) 8:30 場所：富士通飯山総合グランド
試合場所：玉川球場(B 会場) 試合開始時間：10:30

場所：割烹

鳥好

開会式：9:10

小山 博正 青少年奉仕委員会委員長
来週月初め定例として、例会にスカイが出席致します、皆様どうぞ宜しくお願い致します。
小山 博正 伊勢原国際交流委員会委員
・夕市開催
開催日時：11 月 6 日(日) 11:00～16:30
開催場所：日産テクニカルセンターバスターミナル内 ベトナムブースを出展しております、是非お越し下さい。
・ＮＰＯ法人 たこ凧揚がれ
バリ留学生の国際交流ウェルカムパーティー
日時：11 月 4 日(金) 18:00～20:00 会場：シティープラザ 3 階 会費：2,000 円
ご興味のある方は小山までご連絡下さい。
外谷 正人 ゴルフ同好会副幹事
第 7 グループガバナー補佐杯開催
日時：11 月 24 日（木）8:00 場所：伊勢原カントリークラブ
村上・田中年度のコンペも兼ねて開催しております。

参加費：3,000 円

大澤 守門 クラブ会報委員会副委員長
・ホームページ 9 月からのニュース掲載
・第 5 回 ちょい呑みフェスティバル開催告知
日時：11 月 2 日(水)－3 日(祝・木) 17:00－22:00
システム：3 枚綴りのチケット購入、加盟店で 1 ドリンクプラスおつまみが頂けます。
前売りチケットも残りわずかです、是非ご購入下さい。
産業能率大学柴田ゼミ ちょい呑みフェスティバル実行委員会 大久保実行委員長
ちょい呑みフェスティバル 11 月 2 日・3 日開催されます是非ご協力下さい。
・RAKUICHI RAKUZA 会
11 月 6 日(日)開催
今までは朝市で開催されておりましたが、今回は初めての試みで夕市が開催されます。落語家や色々なお店が出
展されております。是非ご参加下さい。

お客様紹介
熊本西ロータリークラブ会長
木村 秀崇様
ロータリー歴 8 年 4 か月、職業分類は設備設計事務所でございます。
本日お邪魔しましたのは、熊本県は 4 月 14 日・16 日震度 7 と言う気象庁発表では日本初めての出来事と言う

大変な地震に遇いました。その際に伊勢原ロータリークラブ様より暖かい多くの義援金を頂きました。早くにお
礼に伺いたかったのですがこの様に時間が経ってしまい申し訳ございません。本来であれば前年度村山会長、直
前会長と一緒にお礼にあがりたかったのですが、10 月初めに村山直前会長が肺のガンでお亡くなりになりました。
村山会長より早くに伊勢原クラブにお礼に行ってくれと言われておりましたので、今日になりましたけれどもお
邪魔した所でございます。暖かいご支援有難うございました。
熊本西ロータリークラブ会長夫人
木村 えりこ様
女房歴 40 数年、職業分類は私の仕事のアドバイザー、
宜しくお願い致します。
熊本西ロータリークラブ会長エレクト
大矢野 種康様
ロータリー歴は 3 年半、職業分類は屋根工事でございます。
今めっちゃ忙しい所であります。宜しくお願い致します。

卓話

堂前 慶之君

職業卓話

1.現在に至るまで
昭和 41 生まれの 50 歳で伊勢原生まれの伊勢原育ちです。
高校卒業後は理工系大学に進学。当時、人気の職業だった SE として就職しました。平成 6 年（28
歳の時）
、父が他界し実家へ戻ることに。
父は脱サラして保険代理店を始めて 5～6 年が経過していたのですが、私は興味がなく代理店を継ぐことなど全く
考えていませんでした。
そんな中、父のお客様からの電話をいくつか受けることがあり、父がお客様から大変感謝される仕事をしていたこ
とを知り、
とても魅力的な仕事に思えました。最初は母や親戚にも止められたりしましたが、意を決して父の代理店は廃業し、
保険会社の研修生になりました。
人生で一番と言うくらい勉強しました。平成 10 年に代理店として独立しました。
損害保険と生命保険は、商品性の違いから兼営が禁止されていたましたが、平成 8 年の保険業法改正により相互参
入が可能となり、
業界は変革期を迎えていたことも、まだ若い私にとってはチャンスでした。
10 年間は社会勉強とネットワーク作りと思い、商工会青年部や青年会議所活動に取り組み、40 歳の卒業時に法人
化しました。
2.どのような仕事か、どのように利益を上げるのか
皆さんもご存じの通り、保険の代理店は保険を販売して手数料を得る仕事です。仕入れも在庫もありませんから、
よく羨ましがられます。
平均すると保険料の 20％程度が手数料となります。ここで保険業界のデータを紹介します。
・正味収入保険料（平成 26 年度）8 兆 831 億円
・正味収入保険料のうち、自賠責と自動車保険の占める割合は約 6 割。
・代理店は約 20 万店、損害保険募集人 206 万人（10 人に 1.6 人は募集人!?）
・東京海上社 正味収入保険料 2 兆 1283 億円 損害サービス拠点 244 ヶ所
・ソニー損保 正味収入保険料 943 億円 損害サービス拠点 25 ヶ所
保険会社は自動車保険で食べているといってもいいくらいです。
自動運転の技術開発が進んでいますが、完全自動運転となると事故の責任は自動車メーカーが負うことになります。
近い未来には保険会社の収入保険料に大きな影響を与えそうです。
保険の代理人は「募集人」という資格を持っていますが、200 万人います。有資格者は 10 人に 1 人くらいの割
合なので意外に多いです。
3.芝桜プロジェクトについて
戸谷・金城・井戸川 JV により、近日、防草シート張りが施工される予定です。
人手が必要になりそうでしたら、社会奉仕委員会より皆様への協力依頼をさせていただきますのでよろしくお願い
いたします。
11 月中に広報誌を使って芝桜のオーナー制度の広告を行います。
草摘み、植栽など 1 年間に渡り運営してもらえる 7～10 団体程度をイメージしています。
その都度、みなさんにもご案内させていただきます。
拙い話で恐縮ですが、以上をもちまして卓話を終了させていただきます。
ありがとうございました。

