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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 19 号 通巻第 2670 号 

第 2670 回例会 

２０１４年（平成 26 年）11 月 18 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「手に手つないで」 

幹事 

 

とんかつ みつはし 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

NPO 法人 地域医療を育てる会

理事長 藤本晴枝 様 

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆お客様紹介 

 
11 月の卓話は「レディース月間」ということで、今

回は第 2 弾です。アクサ生命では、200 弱の事業

所があり、女性で営業所長の方は、最近まで彼女

一人でした。女性の活用ということで、女性の営業

所長は徐々に増えてきているそうです。これまで彼

女がどのような心構えで頑張ってきたか、について

のお話を伺いたいと思っています。 

 

◆会長挨拶 
平間 陸生 副会長 

 

最近、気温の変動が激しく、週末は気温が 10 度

以下に下がるだろうという予報が出ています。今年

の冬も雪が多いのではないか、寒いのではないか

という気象予報が出ています。 

今朝の新聞で、衆議院が解散になるかもしれな

いというニュース、また、消費税の増税を先延ばし

になるかもしれない、ということが出ていました。政

府の話で、増税分は福祉に回す、など言われてい

ますが、いま国債の発行残高が 1 千兆円以上ある

ということで、ここで消費税を上げないと日本の国

債の格付けが下がる、ということと、国債の世界的

な価値が下がると国が打撃をこうむる、ということが

大蔵省の見解だそうです。 

我々消費者から見ると、物価が上がるのは困る、

というのが率直な気持ちだと思います。 

国によって社会の在り方は違います。ヨーロッパ

は消費税が 20％近いですし、税金も高いです。国

民から受けた税金を医療や福祉に還元している社

会です。アメリカは自己責任で、福祉という概念が

ない。福祉はお金持ちの人が寄付やボランティア

で財団を作っている。医療・介護についてオバマ

政権は「オバマ・ケア」ということを訴えていますが、

国民の中には「それをやったらきりがない」という考

え方もあるようです。 

消費税について国民の信任を採る、というニュ

ースでしたが、我々もいろいろと考えていく必要が

あると思いました。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 12 月 2 日（火）は理事会があります。当日は

クラブの総会ですので、ご多用とは存じま

すが全員出席でお願いいたします。 

 恒例の、小さな親切運動の一環で「クリーン

作戦」を八鶴湖と東金駅周辺の清掃活動を

第２６６９回例会の記録 ＜１１月１１日＞ 
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行います。11 月 29 日（土）朝 9 時より中央

公園集合です。 

 本日お配りしているお菓子は東金市体育

協会からのお礼です。 

 

◆卓話 

 
アクサ生命株式会社 千葉支社 

千葉営業所長 原田 恭子 様 

本日はこのような席にお招きいただき感謝をして

おります。ありがとうございます。 

私について少しお話をさせていただき、生命保

険についてもお話をさせていただきます。 

大学卒業後、保険会社ではなくスーパーマーケ

ットの会社で商品企画部に配属されました。ここで

2 年半、その後、秘書課に移動しました。それから

秘書検定を勉強したことを思い出します。 

3 人目を出産の際、少しハードだったので退職さ

せていただきました。4 人目を出産したあと、不安

になりました。4 人育てるための教育費、老後はどう

なるんだろうかと漠然とした不安を覚えました。主

人に相談し、仕事をしたいと伝えたところ、快く受け

入れてくれて就職活動を行いました。 

当時、「厚生年金があるところが良い」「退職金が

あるところが良い」と思っていました。その当時、

「商工会議所共済制度推進」という言葉に飛びつ

き、面接に行きました。そこにはしっかり、今のアク

サ生命の前身の一つ「日本団体生命株式会社」と

書いてありました。面接に行ったのが平成 7 年でし

た。そして、全く見知らぬ業界に飛び込むことにな

りました。 

当初、今はお恥ずかしい話ですが、保険会社を

嫌う自分がありました。保険会社には就職したくな

い、営業社員にはなりたくない、という思いが自分

の中にあったことを覚えています。それで、お客様

に対して本当に良いお話ができるんだろうか、とい

う疑問の中で始めたものですから、私の中で「会社

を好きになろう」と考え、会社の歴史を辿る、という

機会になりました。 

「なぜ、商工会議所と日本団体生命が一緒に仕

事をしているのか」というところに目が行くようになり

ました。会社の歴史を辿る中で、それがきっかけと

なって自分の今の、この位置にいることができる、と

いう足がかりがあったと思う次第です。 

昭和 9 年、まだ日本は女工さんが働いて働いて

…という映画『ああ、野麦峠』の時代でしょうか。給

与を上げてもよい人は集まらない。ならば、福利厚

生を良くしていかなければならない、と考え始めた

日本のトップの方々がいらっしゃいました。そこで、

団体保険を売る会社を作らなければ、団体保険に

加入ができない。団体保険がなければ、退職金の

企業年金もない。そんなことから議論が始まりまし

た。 

実際には日本団体生命という会社は、団体保険

だけを売る会社として専属に立ち上がったのです。

その時の初代の会長が、日本商工会議所の会頭

であった郷誠之助であります。そして、専務理事は

経団連の膳桂之助が就任しました。取締役には東

洋紡績、日清紡績等々の社長が位置しました。今

では私がこのようにお話させていただいております

が、当時は商工会議所の専務が支店長を兼任し

たと聞いております。 

福利厚生をしっかりと PR 、情報を届けられる会

社を、ということで立ち上がったと聞いております。

その中で、どうして中小企業さんに対しするサービ

スを、商工会議所で行うのか。私も改めて聞いて、

目からうろこでした。団体保険というのが、皆様もご

存知の通り、たくさんの人数がいて団体を組むこと

ができます。実際には、残念ながら中小企業さん

では団体が組めない、ということがあります。ならば

団体を容易に組めるようにするにはどうしたらよい

のか、ということになりました。そこで、商工会議所

をひとまとめにしたら、中小企業さんにも福利厚生

が容易に組めるようになるのではないか、という話
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になりました。たとえば、東金市ならこの会員さんの

事業所さんが皆さん団体保険にご加入されたいと

おっしゃられたら、容易に加入ができる。そういう状

況を作ることができたのです。 

このような会社に勤めさせていただくことにより、

私の思いが「営業」というスタイルから、「情報を届

ける」というスタイルに変わってまいりました。自分

自身、単純に何か物を売る、というのは難しいお話

でした。しかしながら、何かお役に立つ情報を届け

できる、そういうことが自分のポリシーに合っている。

そこで自分の目的・目標が変わりました。私自身が

入社する時「厚生年金がある会社が良い」「退職金

がある会社が良い」「従業員思いの会社が良い」と

いう思いで入社しましたので、その思いを中小企業

の方々にも届けたい。そういう思いに変わりました。 

昨今、私共ではいろいろな情報をお届けする際、

私自身しっかり勉強をさせていただくようになりまし

た。（保険のお話につきましては、資料がございま

すので、興味のある方は事務局までお申し付けく

ださいませ。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆委員会報告 

 

親睦委員会 長尾邦俊 委員長 

 

12 月 16 日（火）に忘年会を開催します。移動例

会になっております。6 時から志津本、会費 8,000

円です。ご出席をお願いいたします。 

また、1 月 13 日（火）東金ビューRC との合同新

年会を八鶴亭で 6 時から行います。東金 RC がメイ

ンですので、できるだけご参加ください。 

一泊旅行の件ですが、出来ましたら 5 月末か 6

月頭に開催を、と検討中です。場所につきましては

1 月末ごろに委員会を開き、検討します。委員会開

催のご案内をいたしますので、奮ってご出席くださ

い。よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご奉仕        菅原 實 会員 

●誕生祝をいただきました      

古川 秀夫 会員

出席率  11 ⽉ 11 ⽇ 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

23 名 22 名 95.6％ 2,090 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 

 

11 ⽉ 4 ⽇（⽕）に東⾦市体育協会会⻑の林亘⽒が来訪され、

⾼橋会⻑へ東⾦ロータリークラブより寄贈しました協会旗の

お礼のご挨拶をされました。 

 また、広報「とうがね」に掲載⽤の写真を左のように撮影さ

れましたので、お知らせいたします。 


