
第 1898 回例会　2016.11.24　雪　司会　鯨井会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：32 名（30 名）中　18 名　60.00％

　欠席：橋岡・藤代・伊東・守屋・松本・大家・大原・鈴木（恭）・斉藤（英）・瀧・山本・輪湖　（武市・柴田）

　 各会員

◎ビジター　

　東京中央 RC　金子　研一　様

◎ 11 月 20 日（日）「第 36 回船橋をきれいにする日」参加者

　山口・佐々木・岡田・相澤・藤代・鯨井・三浦・鈴木（隆）

◎ゲスト

　元会員　鈴木　崇様・お嬢さん

◎ 100％以上

　11 ／ 15 ～船橋 RC　岡田・織戸　11 ／ 18 ～船橋西 RC　岡田・瀧

　11 ／ 16 ～船橋南 RC　岡田・鈴木（恭）　11 ／ 22 ～船橋みなと RC　岡田・大原
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◎メークアップ

　11 ／ 24　大原～ 11 ／ 24　船橋みなと RC　瀧～ 11 ／ 18　船橋西 RC

　　　　　  鈴木（恭）～ 11 ／ 16　船橋南 RC　藤代～ 11 ／ 20　船橋をきれいにする日

　橋岡～ 11 ／ 17　鹿児島 RC

◎会員誕生日　

　平山会員

佐々木会長

　今日は 11 月としては 54 年ぶりの雪となりました。

　東日本大震災よりこの方、今年は特に大きな自然災害が多く、来年はどうなるのでしょうか。

　皆さん頑張りましょう。私も頑張ります。

　又、先日は第 36 回船橋をきれいにする日ご参加の皆様ありがとうございました。

遠 田 幹 事

１．例会臨時変更のお知らせ　鎌ヶ谷 RC

　・11 月 24 日（木）の例会は日帰り旅行のため変更

　　場　所：11 月 24 日（木）　場所：鎌倉「御代川」

　・12 月 22 日（木）は親睦家族会のため変更

　　日　時：12 月 21 日（水）18：00 ～　場所：デイズニーシーアンバサダーホテル

　・12 月 29 日（木）の例会は定款第８条第１節（Ｃ）による休会です。

２．次年度 2017 ～ 18 年度　地区主要行事のお知らせ　ガバナー：寺嶋　哲生

　・地区研修セミナー： 2017 年３月 ５ 日（日）　 場　所：ザ・クレストホテル柏

　・会長エレクトセミナー（PETS）： ３月 26 日（日）　場　所：ザ・クレストホテル柏

　・地区研修・協議会：　　　 ４月 22 日（土）　場　所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張

　・地区大会記念ゴルフ大会：10 月 23 日（月）　場　所：藤ケ谷カントリークラブ

　・地区大会第１日目：2018 年２月 24 日（土）　場　所：ホテル・ザマンハッタン

　　地区大会第２日目：　　　 ２月 25 日（日）　場　所：ホテルニューオータニ幕張

３．国際ロータリー年次大会のお知らせ（アトランタ大会）回覧

　　日　時：2017 年６月 10 日（土）～６月 14 日（水）

　　場　所：米国アトランタ

　　※日本支局から登録に関する資料が来ております。第１回の締切が 12 月 15 日となっておりますので、

　　　出席希望の方は資料を良くお読みください。

　　・ロータリアンは 12 ／ 15 迄：US ＄340　2017 年３／ 31 迄：US ＄425

　　　現地登録又は４／１以降のオンライン登録：US ＄490

４．２－ 17 ～ 18 年度　地区役員出向のお願い

　　山﨑　新一会員に　地区管理運営統括委員会フェローシップ委員会　委員として出向の依頼が参りまし

た。

５．新年家族会・熊本支援旅行等の出欠の出せる方は早めの提出をお願いいたします。

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



６．11 月 20 日（日）の第 36 回「船橋をきれいにする日」ご参加の会員さん、ご苦労様でした。メークアッ

プ扱いとなります。

　　参加者：山口・佐々木・藤代・岡田・相澤・鈴木（隆男）・鯨井・三浦　８名

　　ゲスト：鈴木崇元会員・お嬢さん

ガバナー補佐訪問挨拶 
 第 2790 地区　第２分区　ガバナー補佐　岡田敏男

 
　第２分区船橋東ロータリークラブ皆さん、こんにちは、ガバナー補佐　岡田敏男です。今回は、第３回目

のクラブ訪問です。

　９月８日船橋、船橋東、船橋南３クラブ、９月 16 日は、船橋西、鎌ヶ谷、船橋みなと３クラブ、青木ガバナー

の合同公式訪問では、クラブ協議会は、最後まで帰る会員が、ほとんどなく、充実した青木ガバナーとのク

ラブ協議会でした。９月 24 日（土）ビューホテル、９月 25 日（日）成田国際文化会館での地区大会は、第

２分区登録会員数 99 名でした。10 月 15 日（土）の地区情報委員会は、第２分区内会員 36 名、地区から斎

藤管理運営統括委員長ら７名で、約３時間出席会員は最後まで、熱心に議論して、大変お世話様でした。

　おかげ様で、ガバナー補佐の仕事は、来年２月９日の IM と４月 13 日の地区親睦ゴルフ会、及び、来年

６月８日の当船橋東 RC の 40 周年記念例会です。

　本日、ガバナー補佐として申し上げたい事項は、来年 29 年２月９日（木）の第２分区 IM について、②

青木ガバナー公式訪問時指摘、提案事項です。規定審議会クラブ定款改正に伴うクラブ細則改正問題です。

１）　IM については、青木ガバナーの 2016 － 2017 年地区運営方針と行動指針である「感謝と挑戦」に因

んで、RC に入会して良かったこと、RC 会員であることの意味をテーマにしたい。基調講演は、白鳥

PG にお願いしてあります。詳細は、次回 12 月１日（木）15：00 からの分区の会長、幹事会で相談したい。

29 年４月 13 日地区親睦ゴルフ会も相談したい。

２）　青木ガバナー公式訪問時指摘事項、提案事項ですが、指摘事項は、クラブ定款変更によるクラブ細則

の見直しです。

　①　定款第８条　会合　第 12 条　出席、第 15 条４節に従わない規定または、要件を、細則に含めること

ができる。ただし、少なくとも、月に２回、例会を行わなければならない、により、細則上で、第５条

会合の第２節のクラブ例会は、毎週木曜日に開催するから、月２回の例会にできる。祝祭日のある週の

例会は、休会にできる。さらに、従来の 会合型クラブの１部例会のオンライン化も可能です。

　②　定款第 14 条　会費の規定上、入会金規定が削除されたことに伴い、細則の第６条　入会金及び会費

では、入会金の徴収義務は廃止されたが、クラブとして、どうするか。今まで通り入会金をとることも

是認されます。

　③　定款第９条　会員身分に関する規定の例外で、定款第 10 条　会員身分　第２節　（会員の種類）、４

節（衛生クラブの会員）、５節（二重会員）、６節（名誉会員）、７節（公職に就いている　８節（RC

の職員）に従わない規定または要件を細則に含めることが出来るようになったことにより、職業分類は、

残すが、会員身分の条件緩和により、例えば、職業ない人（主婦、無職）でも会員になれる。

　④　会計を理事会メンバーに含めていない場合は、理事会に含めること。

　改正されたロータリークラブ定款と共に 2016 － 2017 年６月まで、ロータリークラブ細則改正が、３／２

以上会員賛成を得て、改正が、終了して、2017 － 2018 年の活動計画書に掲載されることを期待したい。



　細則変 更は、理事会決定、全会員に告知、クラブ例会で決定得等手続が必要です。

　青木ガバナーの公式訪問時、午前中の各クラブ会長、幹事との会議で、提案ですが、分区内のメイクアッ

プを、３千円徴収しているが、会員からは無料として、３月毎か、６月毎かを決めて、クラブ間で、清算す

るか、成田地区９分区では実施している。事務局負担の問題や、事前にメイルアップする旨、連絡するか、

問題があります。クラブ財政上、収入が、少なくなる問題もあります。

　分区内で卓話者に事前リスト（例えば、今後の経済展望や株価動向は、甲証券のＡ会員、相続税申告によ

る諸問題、後日税務調査問題含めて、税理士Ｂ会員、勘定合って、銭足らずとならぬための経営問題や決算

書見方は、公認会計士Ｃ会員、裁判に訴えられた場合等法律上諸問題は、弁護士Ｄ会員、空き屋を少なくす

るアパート経営問題は，Ｅ会員等）作成です、謝礼は、交通費○円とする。 以上

　　　本日の卓話　　　私の履歴書

 三浦会員　

１．生まれ

　・昭和 41 年６月 14 日に神奈川県横浜市で生まれました。父が神奈川県の高校教師（国語）だったため、　

地方への転勤は無く、結婚するまでずっと横浜（神奈川区）で育ちました。

　・家族は、祖父、祖母、両親、二つ下の弟の６人家族

　・幼少からお転婆で、近所の男子と外遊びが大好き。あまり家の中で遊んでいた記憶がありません。

　・地元の中学校に入学し、中学校では陸上部。長距離で 800 メートルや駅伝をやっていました。今でも走

ることは好きで、10 キロ程度のマイペースマラソンです。

　・今週の日曜日、海老川沿いのゴミ拾いに参加させていただきましたが、なかなか良いジョギングコース、

　　週末のジョギング復活させようかと思っています。

２．楽しかった高校生活

　・高校は父が勤務していた神奈川県立希望ヶ丘高校に入学しました。小学生の頃から父に連れられ、文化

祭に行ったり、父の教え子が自宅に遊びにきたり・・ととても親近感があり、また自由な校風が気に入

り、越境で入学しました。

　・高校ではバスケット部に所属し、毎日部活に明け暮れていました。

　・私の主人は高校の同級生です。主人はサッカー部でした。運動部の部室がグラウンドにあったので、朝

練の時に「おはよう！」と挨拶をし合ったことがきっかけで、付き合うようになりました。

　・父が勤務している中で、今から考えればよくやるな・・・と思っています。

　・紆余曲折ありながらも、高校時代から８年付き合い、25 歳で結婚しました。

　・また、私のバスケット部の親友と、主人のサッカー部の親友も結婚し、今同じ町内に住んでおり、それ

ぞれの家で鍋パーティをやったり、ゴルフに行ったり・・友人には大変恵まれています。

３．幼稚園の先生に憧れて

　・卒業後は青山学院女子短期大学児童教育学科に入学し、幼稚園の先生を目指し、教育実習にも行きまし

た。

　・教育実習までは自分は子供が好き！と思っていましたが、同じことを繰り返しやるので以外と面倒だ

な・・と思い、幼稚園の先生が本当に自分に向いているのか？考えているうちに、一般企業の就職活動

が始まりました。



４．東京海上日動火災保険株式会社へ入社

　・結局、迷っているなら一般企業も受けてみようかとエントリーした会社が当社でした。今から考えれば、

当時は何をやっている企業かもあまりわからず、比較的人気企業ということで応募し、２回の面接で内

定をいただい たため、お世話になることにしました。

　・当時、就職活動ガイダンスも女性社員が仕切っており、いきいきと素敵に働いている女性が多いなとい

う印象を持ちました。ですが、まさか自分が、こんなに長く仕事を続けるとは夢にも思っていませんで

した。バブルのちょっと前 1987 年に入社し、現在 30 年目となります。

　・当時は、大原さんの経営されているマハラジャに同 期でよく行き、お立ち台で踊っていました。（笑）

　・入社５年目で結婚し、30 歳で長男を出産し、長男も 20 歳になりました。保育園様様です（笑）長男と

は仲良しで、ランチや映画、ショッピングにもよく行きます。

　・会社での仕事は、部門でいうと、パーソナル営業部門（個人、中小企業が主なマーケット）が 23 年、

人事部門７年経験させていただいております。

　・管理職へは 2010 年に直接の部下を持たない担当課長に任命いただき、2013 年にはマネージャーに任命

され、初めて部下を持ちました。そしてこの４月に支店長を仰せつかり、支店運営を任された訳です。

子供にも手がかからなくなったので（バイトで賄いも有）現在は船橋に単身赴任をしています。

　・自分が支店長をやるなんて思ってみませんでしたが、これも時代の流れ。自信はありませんが、受け入

れるしかない！まずは目の前のことに一生懸命取り組むことが大事。目の前のことがやれないと道は開

けない。実力をつけてから・・・ではなく走りながら実力をつけて行こうと前向きに考えるようにして

います。

　・仕事をする上で大切にしていることは「謙虚な姿勢、誠実な対応でベストをつくす」こと。この軸はぶ

らしたくないと思っています。

　・そして日々の心がけは～仕事の相手に信頼いただくために～

　　★　当たり前のことを当たり前に行う

　　★　言われたことはクイックレスポンスできっちりやる

　　★　プラス＠の情報提供・提案ができる（問題・課題解決のための）

　　★　一緒に汗を流して取り組み、親身になって考える

５．現在、力を入れていること

　・想定をはるかに上回る規模の自然災害が多発している昨今、京葉エリアのお客様を生保・損保でお守り

し、お客様の「いざ」という時にお役に立つことをミッションに各種商品やサービスのご提案をしてお

ります。

　・特に熊本地震や東日本大震災では地震保険に加入していなかったばかりに家財を取りに戻り津波で命を

落とされた方や、また後になって「なぜ地震保険を勧めてくれなかったのか」とのお声もいただきまし

た。ですので、一人でも多くのお客様が一歩を踏み出す際の経済的な支えになろうということで地震保

険のおすすめ運動を行ったり、また小林麻央さんなど若くしてがんにかかってしまう方も増えているた

め、がんからお客様をお守りする運動も行っています。

６．船橋市との BCP 協定

　・先日、船橋市（船橋商工会議所）と BCP 協定を結びました。昨今立て続けに発生している地震や水害

等の災害を鑑みると、大災害についての備えは「万が一のケース」ではなく、「いつか起こるもの」と

して想定し、備えておくことが必要です。



　・また、政府の地震調査研究本部の発表によれば、南海トラフ巨大地震や首都直下地震の発生確率は、今

後 30 年間で 70％以上にも上るというデータもあります。そうした中、船橋市はいち早く地域防災計画

に市内事業者 BCP 策定についての普及啓発を掲げ、取り組まれているため、その取り組みに参画させ

ていただくことになりました。

　・BCP に関しては、内閣府の調べによると、いざという時に備え BCP 策定の必要性を感じながらも「策

定に必要なノウハウ・スキルがない」という声や「策定する人手が確保できない」という声が半数以上

にものぼっています。

　・市内事業者様の BCP 策定をお手伝いすることで、大災害発生時にも、従業員の皆様の安全確保や生産

ラインの早期復旧を可能にし、いざという時にも事業を継続できるよう支援させていただく、１社でも

多くの市内事業者さまが災害時にも事業を継続いただけるようお手伝いをさせて頂くことは、同じく船

橋市内に事業所を置く当社としての使命であると考えております。

　・有事の際に実効性のある BCP とするためには、「これ」という正解に基づいて通り一遍のものを策定

するのではなく、各事業者様の経営理念や事業戦略に基づき、大事にされる価値観や絶対に失うことの

できないお取引先様といった観点を反映したものを策定することが重要となります。

　・実際の BCP 策定については、専門の教育を受けた当支店の担当者が事業者様に訪問させて頂き、そう

いった項目を一つひとつヒアリングをさせて頂きながら各事業者様オリジナルの BCP が出来上がるよ

うお手伝いさせて頂きます。

　・皆様の中でもご希望あれば策定・周知・見直しの一連の流れにつき、当社社員がお伺いし、サポートさ

せていただきますので、お声かけ下さい。

　以上、簡単ではございますが、私の履歴書、そして今取り組んでいることをご紹介いたしました。今後と

も引き続きよろしくお願いいたします。

・三浦会員「エリート人生の歩み」の卓話ありがとうございました。順風満帆の人生羨ましいです。

  鈴木　隆男

・三浦さんのような素晴らしい女性がどうやって育ったのか興味深く聞かせていただきました。 斉藤　守

・三浦会員、ありがとうございました。先輩とは思えない若々しさ。近場の単身赴任憧れます。 鯨井　祐介

・三浦会員へ「私の履歴書」の卓話ありがとうございます。スポーツマン三浦会員、ゴルフ会への入会をお

待ちしております。 山﨑　新一

・三浦会員、私の履歴書ありがとうございました。 山口　習明

・三浦さん女性の単身赴任にビックリ、ご主人ともスポーツマンです。今後ともクラブの仲間です。お願い

します。 岡田　敏男

・三浦会員、私の履歴書ありがとうございました。ポジティブで芯の強さを感じました。よろしくお願いい

たします。 長野　春信

・三浦時子さん、卓話素晴らしかったです。年も近く働き続けている母、と同じ立場ですので、これからも

仲良くしてください。 水庫　直子



・三浦時子様、卓話ありがとうございます。母校の時の「マドンナ」ブリが手に取るようにわかりました。

ご主人が羨ましいです！あなたは「ひまわり」です。水庫さんと大いに大輪の花を咲かせてください。

  相澤　友夫

・三浦会員の私の履歴書興味深く楽しく拝聴、ロータリーを楽しみましょう！ 遠田　毅

・三浦さん、卓話ありがとう。頑張ってください。 藤井　仁毅

・三浦会員、私の履歴書とても素晴らしい履歴ですね。久しぶりに純白のようなお話で感心しました。

  草野　宏隆

・三浦さん卓話ご苦労さまです。船橋をきれいにする日、参加の皆様ご苦労様でした。 佐々木　光博

・三浦さん楽しい卓話ありがとうございました。海老川沿いの桜の季節ジョギングは素晴らしいですよ。

  織戸　豊

・先日、南阿蘇村関東村会に出席してまいりました。村長はじめ職員等多くの方が来て、村の現状の報告が

ありました。２月の移動例会皆様、よろしくお願いします。 長野　春信

・第 36 回「船橋をきれいにする日」参加の会員の方々大変ありがとうございました。 山口　習明

・２回連続休みすいません！もう大丈夫です。出席委員長として頑張ります。 平山　雄一

・日経で「子育てしやすい街」日本で浦安市に続いて船橋が全国で６位になりました。長野・藤代先生・斉

藤先生おめでとうございました。 織戸　豊

・第２分区ガバナー補佐訪問３回目です。あと２月９日（木）の IM となりました。楽しくやります。

  岡田　敏男

・岡田ガバナー補佐様、お役目立派に務めていただき誠にご苦労様です。岡田さん、イキイキしてるよ！

  相澤　友夫

次回予定　　12 月１日　山口会員スピーチ

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 24 日　24,000 円 累計　435,000 円

12月１日（木）　三つのお祝い・会員スピーチ

　　　　　　　理事会

　　８日（木）　クラブ年次総会

　　　　　　　1900回記念例会

　　15日（木）

　　22日（木）

　　29日（木）　年末休会（定款による）

週報今週の担当　　　草　野

12 月 の プ ロ グ ラ ム


