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水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1143回（本年度 第31回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日のプログラム

次回 3/23 のお知らせ
♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　はじまりの日本文明2
　北村 讓 会員
　代理　木村 眞敏 会員

♬SONG : 「我等の生業」
●卓話　はじまりの日本文明
　木村 眞敏 会員

先週の土曜日にホテルニューオータニにおいて開催されたIM6組の
インターシティミーティングに出席致しました。

2012-13年度RI会長「田中作次氏と語る」というメインテーマにて、
元RI会長とIM6組各クラブ代表との質疑応答を含めた講演会が行わ
れました。

質疑応答において、今回の規定審議会において採択された制定案の
内容について多くの質問があり、各クラブの関心の高さが伺えました。



2016-17年度第1142回（第30回例会）
幹事報告 (3/9)

幹事  杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。

■3月9日（木）
本日は井本会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

例会終了後、第10回4月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

■3月16日（木）
木村眞敏会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■3月23日（木）
北村会員の卓話です。（代理卓話として木村眞敏会
員）ご準備よろしくお願いいたします。

規定審議会は、3年に1度開催され、ロータリーの組
織規定を改定する制定案とRI理事会の見解を表明
する見解表明案について審議と投票が行われる国
際ロータリーの重要な会議であり、国際ロータリー定
款と細則、クラブ定款が定められ、そして、これらと矛
盾しないクラブ細則によってクラブ運営が管理され
ることになります。

クラブ入会条件、例会開催回数、会員身分等の緩和
等、クラブ自治権の拡大と柔軟性を認める制定案が採
択され、これまでのロータリー観のハードルを下げる
様な印象を受ける採択内容について、田中作次氏の
考えをお聞かせ下さいとの質問をさせて頂きました。

この質問に対して、「世界と日本とは地域性や国情に
大きな環境の違いがあり、クラブの運営については、
柔軟性をもってクラブの自治裁量が拡大されたとい
う事であり、日本のロータリーは、これまでのロータ
リー観を変える事やそのハードルを下げる必要は無
いと考えています。」との返答を頂きました。これらを
今後の参考にしてゆきたいと思います。

■3月30日（木）
木村佳弘会員の卓話です。ご準備よろしくお願い
いたします。

■4月6日（木）
小林会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

■4月13日（木）
栗山会員の卓話です。ご準備よろしくお願いいたし
ます。

例会前11：30より第3回ノミニー理事会を開催致
します。次年度理事・役員の皆様出席のご予定をお
願い致します。

例会終了後、第11回5月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様出席のご予定をお願い致します。

地区委員会、その他の報告です。

■2017-18年度 会長エレクト研修セミナー（PETS）
日時：3月11日（土）　13：00～16：50
会場：大阪国際会議場
出席対象者：会長エレクト

■米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
日時：4月5日（水）　15：30～19：40
会場：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム
出席対象者：今年度・次年度米山奨学担当者

■紳士の料理教室
日時：4月6日（木）17：45～20：00
会場：大阪ガスクッキングスクール（ガスビル1F）
会　費：8,000円　ビジター3,000円
※大阪天満橋ロータリークラブ様のお世話による
同好会です。

■2017-18年度 地区研修協議会
日時：4月15日（土）　13：00～17：00
会場：大阪国際会議場
出席対象者：次年度会長・幹事・各委員会委員長・

地区委員会出向者他



日本の保険業界の今後

井本 万尋会員

保険業界の現在を見てみると、日本の生命保険業界は
世界では第2位の規模を誇る40兆のマーケットを持っ
ている。これはアメリカに次ぐ規模ですなわち日本人は
お金持ちであり、90％以上の世帯加入率を考えると日
本人は生命保険が好きな民族であると言えます。

現在では、生命保険会社は国内に42社、外資系が16社、
損保系生保が4社、インターネット生保は2社あり、販売
チャネルは旧来型の営業職員チャネル、外資系営業マ
ン、損保型代理店、通販、銀行窓販、来店型と多種多様
になっています。

昨今、日銀のマイナス金利政策で今大きく話題となって
いる予定利率もバブル期には6.25％あったがH8年に
は2.75％、H25年には1.25％、いよいよこの4月からは
0.75％となる。その背景には生命保険会社の保険料収
入の多くを有価証券で運用しており、その中でも約
40％を国債で運用し、満期償還時の買い替え時に低金
利商品しかないため運用できていない現状がある。

また、損害保険会社は生命保険業界に比べ、マーケット
規模も8兆円と1/5でありながらも、昔より保険機能とし
ては社会貢献度が高く歴史的にも19世紀末には海上
貨物を皮切りに火災保険会社として誕生いたしました。

しかし、現在では損害保険会社の収入保険料の6割が

三世代合同社会奉仕事業

自動車保険料（任意保険・自賠責保険）です。

損害保険会社の保険料収入規模はここ10年間変わっ
ておらず、大きな変化はないものの、若者のによる自動
車離れや安全運転装置の発展で事故減少による自動
車の保険料収入の減少が将来にわたり損害保険会社
の収益を大きく影響を及ぼすことに保険会社は危惧し
ている。また、昨今の自然災害の異常気象における風水
害や大地震で保険会社の責任準備金は圧迫し将来の
保険料の上昇、引き受け査定の強化の要因となってき
ている。

販売チャネルは90％以上は代理店制度をとっており、
その中でも専業代理店と兼業代理店に分かれている。
兼業代理店とは自動車販売業や不動産業、旅行業など
他の本業を持っている。

今後の保険業界は人口減少と労働人口の高齢化で大
きな変換点を迎えており、現在は体力のある保険会社
は2014年より大型のM&Aで欧米の保険会社事業の買
収を行い収益を捻出している。国内収益は比較的安定
しているため何千億もの資金をつぎ込んで買収してい
るがそれもリスクが付き物である。

また損害保険が接している大きな問題が自動車産業の
自動運転による法整備である。自動運転による賠償責
任となるとどこまでが運転者の責任を問うのか？また製
造物責任は問うのか？サイバーテロで事故を起こした
時は？など複雑である。

最後に保険会社の選択については、損害保険会社は3
メガと言われるグループで間違いないと思われ、利益の
大きい損保会社は比較的支払いも良いものと思われる。

生命保険会社の選択についてはソルベンシーマージン
比率と基礎利益を見ていただき会社規模に合った数値
が選ぶコツだと思われる。

生命保険は損害保険に比べ、資産を長く預けるため、そ
の場合は慎重にすべきだと思います。

去る3月6日（月）、次年度の三世代合同社会奉仕事業の
打ち合わせのために、次年度会長井戸本、幹事永井、社
会奉仕委員長辻の3名が大阪水上隣保館を訪ね、計画
の骨子について快諾をたまわることができました。

1. 子供達のエイサー舞踊発表会
2. 外食をたのしむ食事会
3. ロータリアンも「エイサー」に参加
4. 衣装とタイコを寄与することも考える
5. 平成29年11月19日実施



開会の挨拶（井戸本会長エレクト）

ガバナー月信3月号に片山勉ガバナーエレクトの国
際協議会報告が掲載されています。

その中で、イアン・ライズリーRI会長エレクトのテーマ
「ROTARY ： MAKING A DIFFERENCE」を受けて、第
2660地区2017-18年度ガバナースローガンを「個性
を生かし、参加しよう」と定められました。ロータリアン
の持つ多様な個性と地域や国の持つ様々な特性や
ニーズに合う奉仕活動をロータリーの理念・目的・行
動基準のもと、クラブが主体となり全員参加で実行し、
魅力のある・元気のある・個性のあるクラブであり続
けること。とされています。

私たちのクラブもこのスローガンに副い全員参加型
の企画を理事役員の方々と協議させて頂きたいと思
います。本日は、各委員会の活動目標の報告をお願
いいたします。

審議事項

1. 2017-2018年度、年間行事計画について
・8月3日中嶋ガバナー補佐訪問日

・その他の行事計画は決定次第、報告

　⇒［ 継続審議 ］

2. 各委員会・小委員会担当者の人選について
　⇒［ 承認 ］

3. 次年度各委員会奉仕事業計画案について

〈例会運営小委員会〉

　・活動方針、計画書

〈会員増強、維持小委員会〉

・活動方針、計画書

※タスクチームの名称に対しての質疑

〈親睦活動小委員会〉

・活動方針、計画書

・誕生日、結婚記念日発表・ゲスト紹介の担当をス

ケジュールにて決定

・春の家族親睦会の日程については、他の事業との

関係で調整が必要

日　時：2017年3月9日（木）11：30～
場　所：太閤園 2F　サファイアルーム
出席者：井戸本・村橋・西田・木村（眞）・杉村・北村・早瀬・辻（一）・嶽下・山本・辻（義）・永井・藤本　以上13名（敬称略）
配布資料：
・ 2017-2018年度　年間行事計画（案） ・ 2017-2018年度　委員会構成（案）
・ 例会運営小委員会　活動方針・計画 ・ 会員増強・維持小委員会　活動方針・計画
・ 親睦活動小委員会　活動方針・計画 ・ 国際奉仕委員会　活動方針・計画
・ 三世代合同社会奉仕事業の実施について（案） ・ 各年度記念贈呈品一覧表

2017-2018 年度 第二回　ノミニー理事会議事録

〈国際奉仕委員会〉

・活動方針、計画書

・台北福齢RC提唱の奨学金制度への参画

・台北福齢RCとの共同事業の実施

・ベトナムVTT事業の補完活動の実施

・国際奉仕事業の担当制

〈社会・青少年奉仕委員会〉

・三世代合同社会奉仕の実施について（案）

2017年11月19日（日）　AM10：00～PM2：00

場所：太閤園で実施

①大阪水上隣保館の子供達による沖縄舞踊「エー

サー」の発表会

②ロータリアンも「エーサー」を体験

③「太閤園」での食事会を実施

④衣装と楽器の寄付も検討する

各委員会活動方針・計画　⇒［ 承認 ］

4. 会社事業所創立記念贈呈品について

井戸本会長エレクトに一任　⇒［ 継続審議 ］

5. 誕生日・結婚記念日贈呈品について

井戸本会長エレクトに一任　⇒［ 継続審議 ］

6. 例会時昼食について
・昼食の要望を次回ノミニー理事会で検討

・ライトミールについて予算1,500円以内で太閤園に

数種類、提案をお願いする。

西田会長ノミニー閉会挨拶

皆様、ご苦労様です。ノミニー理事会も後2回の開催
ですが、今回の理事会でも活発な議論、提案があり、
次年度の7月に向けて素晴らしい年度になるよう頑
張っていこうと思いますので、皆様、ご協力をお願い
します。



【’17年5月 行事予定】　（青少年奉仕月間）

【’17年4月 行事予定】　（母子の健康月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

6日（木）

13日（木）

20日（木）

27日（木）

1146

1147

1148

1149

34

35

36

37

　

第11回5月度理事会
第3回ノミニー理事会

卓話担当：小林会員

卓話担当：栗山会員

卓話担当：満村会員

卓話担当：村上会員

地区研修・協議会
　日程：4/15（土）
　会場：国際会議場
◆クラブ戦略計画委員会

日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

4日（木）

11日（木）

18日（木）

25日（木）

-

1150

1151

1152

-

38

39

40

祝日④　

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

卓話担当：永井会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：岡本会員

第2回クラブ社会奉仕委員長会議
　日時：5/13（土）14：00～16：00
　会場：大阪社会福祉会館 
クラブ職業奉仕新旧委員長会議
　日時：5/13（土）10：00～12：00
　会場：OMMビル 

日　時：2017年3月9日（木）　14：10～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：村橋・井戸本・西田・満村・栗山・辻（義）・檜皮・辻（一）・山本・杉村・永井　以上11名（敬称略）

2016-2017 年度 第10回　4月度定例理事会議事録

開会の挨拶（村橋会長）
本日も報告・協議事項がたくさんありますので、スムー
ズな進行を宜しくお願い致します。

【報告事項】
1. 年間行事計画について

追加事項・変更箇所：

（クラブ・地区行事　追加・変更箇所）

・PETS（会長エレクト研修セミナー）
3月11日（土）13：00～16：50
会場：大阪国際会議場

・継続・新規米山奨学生合同オリエンテーション・懇親会
4月8日（土）15：00～19：40
会場：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルーム

・地区研修　協議会
4月15日（土）13：00～17：00
会場：大阪国際会議場

・第2回クラブ社会奉仕委員長会議
5月13日（土）14：00～16：00
会場：大阪社会福祉会館

・クラブ職業奉仕新旧委員長会議
5月13日（土）10：00～12：00
会場：OMMビル

（卓話担当者　変更箇所）

・3月23日（木） 北村会員（代理卓話木村眞敏会員）

・3月30日（木） 木村佳弘会員

2. 同好会“食の会”について
・名称：La Cena（ラ・セナの集い）とする。
※世話人：金森会員・藤本会員・檜皮会員

3. 春の家族会（案）について
・実行日：5月14日（日）太閤園10：00集合

・場所：霊山寺（りょうせんじ）真言宗【奈良県富雄】
  　　 食事→副住職の解説→バラの鑑賞（13時～15時）

・会費：10,000円以内

観光バスにて太閤園⇔霊山寺を移動
※大阪天満橋RC様・大阪大手前RC様に参加を呼び
掛ける。

【協議事項】
1. 規定審議会他による定款・細則の変更について

細則改定案を3月23日の臨時総会に上程する。
　⇒［ 承認 ］

2. 大阪中之島ロータリークラブ創立25周年記念事
業について
開明高校にインターアクトクラブを創立し、創立費用、
及び、活動予算の一部、若しくは全額を大阪中之島基
金より支出する案を3月23日の臨時総会に上程する。
　⇒［ 承認 ］

3. その他
・新入会員候補者 前田隆司様の入会について
　⇒［ 承認 ］

・甲子園野球大会の出場料不足分約20万円をクラブ
運営資金から一時立替をする。　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）
インターアクトの件、ご承認いただきまして有難う御
座います。早いもので後少しで村橋年度を終わります
が、先ほどご意見を頂きました3世代とのコミュニケー
ションがこの年度で非常に図れたと思っております。
色んな意味で我々が主体となって行う、今回の親睦
活動でも仲のいい3世代クラブの形成が出来てきた
と思っております。
引き続き私どもの年度でも、引き継がせていきたいと
思っております。本日はありがとうございました。



ニコニコBOX

村橋：井本さん、本日の卓話よろしくお願いします。

嶽下：ニコニコ

井戸本：早く春が来ますように。井本さん卓話頑張っ
て下さい。

杉村：本日もよろしくお願いします。

栗山：ニコニコ

吉田：ニコニコ

小林：もうすぐ春ですね。

辻（一）：皆さん確定申告はお済みですか。出来るだけ
早くね

村上：今日の井本さんの卓話楽しみです。

檜皮：本日の井本会員の卓話、楽しみにしております。
よろしくお願いします。

西田：ニコニコ

戸田：ニコニコ

井本：本日初の卓話です。よろしくお願いします。

藤本：井本会員の卓話、楽しみにしています。

米倉：井本さん、卓話楽しみです。ニコニコ

本日合計 : ￥33,000
累　計 : ￥1,601,220

9
3

●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 0名
名誉会員数 7名 外国ビジター 0名
免除会員 1名 国内ゲスト 0名
出席者 24名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 77.41 %
2月16日の修正出席率 96.77 %

●メイクアップ
安達 昌弘   2 月14日 職業奉仕裁判所見学
岡本 啓吾   2 月14日 職業奉仕裁判所見学
坂本 　恵   2 月14日 職業奉仕裁判所見学
米倉 由美   2 月14日 職業奉仕裁判所見学
永井 俊行   2 月10日 大阪大手前RC
山本 　肇   2 月10日 大阪大手前RC
吉田 　了   2 月17日 ハワイ パールカントリーRC

2017-18年度 会長エレクト研修セミナー
（PETS）

2017-18年度会長エレクト研修（PETS：Presidents -Elect 
Training Seminar）が大阪国際会議場にて3月11日に開
催されました。

大阪中之島RCからは、高島PDG、村橋会長（地区研修委
員）、井戸本会長エレクト、福田ガバナー補佐ノミニー、
が出席しました。地区戦略計画委員長でおられます高
島PDGは、セミナーで戦略計画の話をされました。

本日のメニュー

小鉢盛り　南蛮そぼろ掛け
 　山菜浸し（うるい、水菜、芹、塩昆布）
造　り ボタン海老　鯛　菜種　妻いろいろ
煮　物 若竹煮　海老　麩　青身
焼　物 金目鯛蕗味噌焼き
 タラの芽白扇揚げ　もずく入り玉子焼き
食　事 筍御飯
 香の物 三種盛り
止　椀 赤出汁


