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《本　日》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・ビジター　　名 ・出席率  　　　　％

《前々回》会員数　　名（出席免除会員　　名）・出席　　名・免除者欠席　　名・欠席　　名・メークアップ　　名・修正出席率 　　　　 ％
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に始まり 3 回目だったそうです。）で、安部
パストガバナーのお話を拝聴出来ました。
改めて今年度のターゲットの意味を少し理解
し、私も限られたこの1年が2度とないと考
えながら、ロータリアンとして持てる力を
地域、世界に奉仕し、それが出来ることを
喜びとしたいと思いました。皆様も又同様
にお感じになられたことと希望いたす次第
です。冒頭に申しました通り、厳しい夏の
到来です、どうぞくれぐれもお身体ご自愛
の上、この夏を乗り切ってください。

◯ロータリーソング「四つのテスト」
◯ビジター
　平戸RC 会長　福田　　詮

あきら

さん
 幹事　池田　直彦さん

　佐世保西RC 会長　岩崎　邦
くにおみ

臣さん

 幹事　山口　管
すがのり

律さん

平戸RC	 会長　福田　　詮さん
　平戸RCは、55周年を迎え
ます。来年、2月20日㈯に記
念行事を予定しております。
　これからもご指導の程、よ
ろしくお願いいたします。

 会長　田中丸善弥
　皆さん今日は。
　やっと梅雨も明けました。
本格的な夏の到来です。会員
の皆様におかれましても、体
調の管理に十二分に留意さ
れ、夏バテなどなさいませんようにお過ご
しください。
　夏バテの予防には「うなぎ」といわれま
す。土用の丑の日（7/24と8/5）に鰻を食し
暑い夏を乗り切るのが長年の日本の風物な
のですが…お聞き及びの通り、今や日本鰻
は絶滅危惧種になり、2013年2月環境省のレ
ッドリストになりました。また、国際自然
保護連合（本部スイス）もその最新版で、
やはり「絶滅危惧種」に指定、これは3段
階あり中間の「絶滅危惧1B類」とされまし
た。つまり「近い将来、野生での絶滅の危
険性が高い」という分類だそうです。年に
数回の贅沢が更に厳しくなりそうです。
（因みに、鰻の稚魚は国内漁獲量が半世紀
前には年200tあったのが、2012年までの3
年間は年3〜6トンです。又、世界の7割は
日本人の胃袋へ入っているのです、鰻はや
っぱり美味しいですね。）
　さて、去る6/27の役員交代式以来怒涛の
ロータリー行事に参加して、満喫しながら
改めてロータリーの勉強をさせて頂いてお
ります。先週はガバナー公式訪問（長崎RC
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会 長 挨 拶

例 会 記 録

ごあいさつ



 朗遊会幹事　圡井　弘志
　「朗遊会」入会のご案内を致します。現会
員の方は、そのまま継続致します。新規入
会希望者のみご連絡ください。

	 親睦活動委員会　石田　謙二
平戸RC	 会長　福田　　詮さん
	 幹事　池田　直彦さん
　平戸から来ました。本日は、皆様が持っ
ていないものを持参しました。「あま酒」
と、じゃが芋焼酎「じゃがたらお春」です。
　俳句の世界では、「あま酒」とあれば、季
語は「夏」です。55周年で今年もご指導の
程、お願い申しあげます。

佐世保西RC	 会長　岩崎　邦臣さん
	 幹事　山口　管律さん
　田中丸会長、芹野幹事、一年間ご苦労様
です。お体を大切に頑張ってください。市内
８ロータリークラブ会長・幹事会では、お世話
になります。
　
ガバナー補佐　大神　邦明さん
田中丸善弥	会長、芹野　隆英	幹事
　平戸RC 福田　詮会長、池田直彦幹事の
ご来訪に感謝して。

田中丸善弥	会長、芹野　隆英	幹事
坂元　　崇	副幹事
　池田真秀さん、待望のご長男の誕生おめで
とうございます。心より祝福申しあげます。

円田　三郎さん、円田　浩司さん
米倉洋一郎さん、福田　金治さん
中島　祥一さん、長島　　正さん
大久保利博さん、吉田　英樹さん
古賀　　巖さん、石田　謙二さん
有薗　良太さん、大神　吉史さん
圡井　弘志さん、川口　博樹さん
岡村　一郎さん
　池田真秀会員のご長男誕生を祝して。
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	 幹事　芹野　隆英
１．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2015年8月のロータリーレートは、
　1ドル=124円です。（7月=124円）

２．公益財団法人	ロータリー米山記念奨学会
　�普通寄付金分の確定申告用領収証の発行
について

　 　クラブ会費を会社支払いでなく、個人
支払いの方は事務局までご連絡ください。

３．一般社団法人	ロータリーの友事務所
　『ロータリーの友』電子版のご案内
　ホームページよりIDとパスワードを入力
　　ＩＤ：rotary
　　パスワード：rotary

４．第2740地区
	 ガ バ ナ ー　　　太田　善久さん
	 副ガバナー　　　宮㟢　清彰さん
	 職業奉仕委員長　吉岡　義治さん
　職業奉仕部門セミナー開催ご案内
　　日時／2015年9月5日㈯　14:00〜17:00
　　会場／武雄センチュリーホテル
　　クラブ出席者／
　　　　  ガバナー補佐
　　　　  クラブ職業奉仕担当理事（委員長）
　　　　  クラブ入会３年未満会員

５．平戸RC
　「 2015-16年度 クラブ現況と活動計画書・

前年度活動実績報告書」が届きました。

６．佐世保東RC	 幹事　鶴崎　耕一さん
　「 2015-16年度 クラブ現況と活動計画書・

前年度活動実績報告書」が届きました。

７．佐世保RC
　8月12日は指定休会日となっております。

ニコニコボックス

幹 事 報 告 朗遊会より



保険料を加入者が公平に分担し、万一の事
故に対して備える相互扶助の精神から生ま
れた助け合いの制度で、さまざまな事故や
災害から生命や財産を守る為の合理的な防
衛策。

２．保険の成り立ち
　古代ギリシャの海において、「荷主と船主
で損害を分担し負担する」という習慣が生
まれた頃にさかのぼる。
　航海が失敗したときは、金融業者が積荷
の代金を支払い、航海が成功したときに
は、金融業者に手数料を支払うという仕組
みが生み出され、「海上保険」へと発展。
　1666年、ロンドン大火を契機に海上保険
をお手本にした火災保険が登場。過去の火災
発生率や現在の建物数から保険料を設定する
など、近代的な損害保険の原型が形作られ
た。さらに、産業革命を経て、経済活動や市
民生活が大きく発展。さまざまなリスクに対
する保険が誕生し、損害保険は身近なものと
なった。
　日本では、16〜17世紀の朱印船において、

「抛金（なげかね）」という制度があった。金融
業者が航海ごとに金を出したことが、損害
保険の原型とされている。
　幕末から明治維新にかけて、日本に居留
する外国商社を対象とした近代的な保険制
度が日本に入って来る。
　1869年、神奈川県の税関が、日本人によ
る初の保険制度導入を実施し、その後、多
くの損害保険会社が誕生した。

３．保険料について
⑴算出の基礎
〈大数の原則〉
　保険料を決める際には、過去に起きた膨
大な数の事故や災害のデータを分析する。
　分析するデータの数が増えるほど、確率
が統計的に計算できる。

大久保利博さん、古賀　　巖さん
吉田　英樹さん、米倉洋一郎さん
筒井　和彦さん、黒木　政純さん
石田　謙二さん、納所　佳民さん
松尾　文隆さん、平尾　幸一さん
坂本　　敏さん、下田　弥吉さん
有薗　良太さん、増本　一也さん
　新会員の長浜陽介さんの卓話に大いに期
待してニコニコします。

池田　　豊さん、池田　真秀さん
　7月16日㈭ 18時16分に、3500gの大きな
男の子、第１子が池田家にようやく誕生し
ました。皆様、大変ご心配をおかけしまし
た。苦節８年、嫁さんに感謝です。

岡　　英樹さん
　永年会員表彰をいただきましたので。

『自己紹介と保険業界について』

　新会員　長浜　陽介さん
　（東京海上日動火災保険㈱
　　長崎支店佐世保支社長）

【自己紹介】
　横浜生まれの札幌育ち。
　学生時代はラグビー漬けの毎日。
　 高松で「うどん」に出会い、岐阜で「梁
（やな）」での「鮎取り」にハマる。

【保険業界について】
１．保険の役割
　将来起こるかもしれない危険に対し、予
測される事故発生の確率に見合った一定の
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ニコニコボックス 本日合計 　50,000 円

 累　　計 177,000 円

◇

卓　　話



〈公平の原則〉
　事故や災害の発生確率は、さまざまな条
件の違いによって違う。
　事故の確率の高い人には高い保険料を、
低い人には低い保険料を設定する。

〈収支相等の原則〉
　契約者から集めた保険料と、保険会社が
支払う保険金と経費の総額が等しくなるよ
うに計算する。

⑵�なぜ保険料はどこの保険会社でも大差が
ないのか。

　損害保険料率算出機構が算出・提供する料
率を基礎として、保険料率の算定を行うこと
から、保険会社の保険料には大差がない。

４．地震保険について
⑴国と共同運営
　どこの保険会社で加入しても、商品性、
保険料とも同じ。国の法律に基づいて政府
と損保会社が共同で運営している公共性の
高い保険。地震保険料から経費を除いた額
を保険金支払いのために積み立てることが
義務付けられており、政府が「再保険」と
いう形でバックアップしている。地震保険で
保険会社に利益が生じることはない。

⑵地震保険の今後の行方
　政府の地震調査研究推進本部が作成する

「確率論的地震動予測地図」の震源モデルの
見直し等に基づき、保険料は改定。引き上
げ率・引き下げ率は、都道府県や建物の構
造ごとに異なる。

以上
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（今週の担当　岡村　一郎）
（カメラ担当　上野　好章）

クラブ会報委員会 委 員 長　岡村　一郎　　 委　員　河原　忠徳 ・ 吉田　英樹 ・大神　吉史 
副委員長　圡井　弘志　　 　　　　田口　恵介 ・ 上野　好章

＊8月  例会卓話者予定＊

 8 月12日 指定休会日

 8 月19日 新会員　筒井　和彦さん
　　　　　   税理士法人小田・小島総合会計 副所長

 8 月26日 SAIKAI アメリカンフェスティバル2015 実行委員会
 　実行委員長　山下　忠則 様
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊

日時／9月2日㈬　17:00〜　
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室
 佐世保市福祉活動プラザ　

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月13日㈭　18:30〜　休 会
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

ロータリーの目的

ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として
奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。具
体的には、次の各項を奨励することにある；

第１　知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること；

第２　職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事
はすべて価値あるものと認識し、社会に
奉仕する機会としてロータリアン各自の
職業を高潔なものにすること；

第３　ロータリアン一人一人が、個人として、ま
た事業および社会生活において、日々、奉
仕の理念を実践すること；

第４　奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的
ネットワークを通じて、国際理解、親善、
平和を推進すること。

ご存知ですか!?ご存知ですか!?


