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アーチC.クランクRI会長は、「私達は、自分
の為にだけ生きるべきではありません。誰
かの為に“良いこと”をする喜びの為に生
きるべきです。」と述べ、「世界で良いこと
をするために」基金の設置を提案し、1928
年に「ロータリー財団」と名付けられ、現
在に至っています。
　今年度は、R財団100周年の大きな節目の
年に当たります。第2740地区では、寄付ゼ
ロをなくすこと、年次基金に年間会員一人
当たり平均150ドルの目標額を掲げていま
す。
　「ロータリー財団」には、年次基金、恒久
基金、ポリオプラス基金の寄付がありま
す。年次基金は、地元や海外で実施される
ロータリー財団の幅広い活動を支援する主
な資金源となります。
　年次基金への寄付は、シェア、WF（国際
財団活動資金）、重点分野のいずれかを指定
できます。シェアへの寄付はWFとDDF（地
区財団活動資金）の2つに分けて活用されま
す。年次基金への寄付の中でもシェアを指
定した寄付のみ、DDFを生み出します。
WFへの寄付は、グローバル補助金として財
団より支出されます。又、重点分野への寄
付は、ロータリーの6つの重点分野の活動に
使用されます。
　恒久基金については、その寄付金の元本
は使われず、投資による収益の一部が、R財
団の補助金として、プログラムを支える為
活用されます。

	 会長　増本　一也
　朝夕は、めっきり冷え込
み、いよいよ冬の到来を感じ
ます。アメリカ大統領選挙速
報では、トランプ氏優勢です。
　ロータリー発祥の聖地と言
えば、アメリカ･イリノイ州シカゴ市です。
そのシカゴで、先日、500万人の人が集まり
ました。ロータリーの世界大会があった訳
ではありません。大リーグ、シカゴ･カブス
のワールドシリーズ制覇を祝っての優勝パ
レードが行われたためです。108年ぶりの優
勝とあって、当日は、公立学校も臨時休校
となり、全米各地より多くの野球ファンが
シカゴに集まり、熱狂の渦に包まれまし
た。シカゴ市の人口が270万人ですから、
500万人というのはもの凄い数字です。
　クリーブランド･インディアンスとの戦い
は、一時は、1勝3敗と崖っぷちに立たさ
れ、そこから 3 連勝しての逆転優勝でし
た。特に第7戦（最終戦）は、両チームの勝
利への執念は凄まじく、延長10回までもつ
れにもつれ激闘の末、8対7でシカゴ･カブ
スが優勝しました。本当に両軍死力を尽く
した素晴らしい戦いでした。MLBワールド
シリーズ史上、歴史に残る名勝負だったと
言われています。
　ところで、先週もお話しましたが、11月
は、「ロータリー財団月間」です。1917年、
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　大委員長より幹事へ12月7日㈬迄
　 今回はメールで提出用紙を添付しご案内

しております。

 朗遊会幹事　圡井　弘志
　11月5日㈯に、第2回朗遊会
を開催しました。本戦７名、
カード参加13名の計20名で競
った結果、
　優勝　米倉洋一郎さん
　２位　大久保利博さん
　３位　松尾　文隆さん
でした。
　第３回は、来年３月に開催予定です。

	 親睦活動委員会　星　　　裕
○今月の誕生祝い
　井上　斉爾さん（3日）
　福田　金治さん（4日）
　草津　栄良さん（7日）
　星　　　裕さん（9日）
　武井　洋一さん（15日）
　髙瀨　宏滋さん（15日）
　髙田　俊夫さん（18日）
　松尾　文隆さん（22日）

　ポリオプラス基金への寄付は、ポリオ撲
滅という目的のみに使用され、ポリオ撲滅
が実現するまで必要とされているもので
す。2740地区のポリオプラス委員会は、当
クラブの溝口尚則さんが委員長です。溝口
委員長をクラブとして後押しする為にも、
皆さんのご協力をよろしくお願いします。
　また、先程も言った様に、地区の寄付目
標は、会員一人当たり平均150ドルとなって
います。現在の当クラブの会員数で換算す
ると、年間合計、約120万円となります。
　皆様のご理解とご協力を重ねてよろしく
お願い致します。
　本日の卓話は、新会員、日本生命長崎支
社 担当支社長 伊藤正和さんです。保険業界
を取り巻く環境は大きく変化しておりま
す。女性が活躍される日本生命さんのその
秘訣をぜひお聞かせください。
　以上、会長報告です。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯ビジター
　佐世保南RC　太田　博道さん

	 幹事　松尾　文隆
１．（公）ロータリー日本財団
　 溝口尚則さんへ

　マルチプル･ポ
ールハリス･フェ
ロー レベル1襟
ピン伝達

２．長崎県共同募金会佐世保市支会
	 	支会長　朝長　則男	様
　　赤い羽根共同募金について（お礼）

３．	上期事業報告書及び下期事業計画書提
出のお願い

　 各委員会委員長より大委員長へ11月22日㈫迄

幹 事 報 告

朗遊会より

例 会 記 録

慶　　　祝
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　親睦活動委員会　長浜　陽介
佐世保南RC　太田　博道さん
　本日はお世話になります。先日、「させぼ
夢大学 夢のひろば」で、中村さんのバンド
のジャズを聴き感激しました。

増本　一也会長、円田　浩司副会長
松尾　文隆幹事、西田　勝彦さん
草津　栄良さん、高畑　和憲さん
坂本　　敏さん、德川　晃尚さん
廣瀬　章博さん、星　　　裕さん
大久保利博さん、橘髙　克和さん
米倉洋一郎さん、前田　恭宏さん
古賀　　巖さん、吉澤　俊介さん
圡井　弘志さん、中村　徳裕さん
芹野　隆英さん、川口　博樹さん
黒木　政純さん、中川　知之さん
山口　剛史さん、梅村　良輔さん
　伊藤正和さんの卓話に期待してニコニコ
します。

伊藤　正和さん
　本日卓話でお世話になります。

遠田　公夫さん
◦わがクラブの有薗良太さん、尊敬しま
す！多分、BKショットで砂の下の硬い土を
叩いた際と思いますが、翌日、私の左手首
が激痛に襲われ、紹介状をもって労災病院
へ。色々と検査の結果、1週間の経過観察と
なりました。そこで、薬局で買った高い手
首固定装具を見せたら、手首カバー用では
ありませんよ、と指摘され、勧められたの
が、何と有薗良太さんの所の装具。完全に
手首が固定され、超･心地よいではありませ
んか。しかも保険で70%補助ありとの事。
酒をたしなんでいる良太さんしか見たこと
ありませんが、仕事ではこんな風に人助け
をしているのかと、入会以来、初めて、感
動と尊敬の念をもちました。

◦私がお手伝いをしている、FMさせぼ、88
歳の現役のラジオ･パーソナリティが、過
日、某テレビ局の夕方のニュース番組で特
集、更に、別局の「めざましテレビ」とい
う番組では、全国に放送されました。私が
ホテル経営時代の副支配人ですが、帝国海
軍「ちょうかい」艦長を父親にもつ本人は
英語も堪能、昼は共済病院ロビーでボラン
ティア、毎日曜日の朝は、人生相談や時事
放談をしている元気なマルチ老人です。是
非、一度、この番組をお聴きください。

米倉洋一郎さん
　朗遊会にてはからずもタナボタの優勝を
しました。本来は大久保副幹事が１位だっ
たのですが、カード参加のため本戦出場の
私が優勝となりました。申し訳ありません。

松尾　文隆幹事、大久保利博さん
　朗遊会にて入賞しましたので、ニコニコ
します。

松尾　文隆幹事、井上　斉爾さん
草津　栄良さん、星　　　裕さん
髙瀨　宏滋さん、髙田　俊夫さん
　誕生祝いありがとうございます。

『女性に囲まれた職場で日々感じること』

　新会員　伊藤　正和さん
　　日本生命保険相互会社
　　担当支社長

　本日は卓話のお時間を頂戴しありがとう
ございます。

ニコニコボックス 本日合計 　38,000 円

 累　　計 485,000 円

◇

ニコニコボックス

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　平尾　幸一　　 委　員　田中　信孝 ・ 西村　一芳 ・ 松尾　　貴
副委員長　石田　謙二　　 　　　　松本　淳也 ・ 筒井　和彦 ・ 山口　剛史

＊11〜12月  例会卓話者予定＊ 

11月23日 祝日休会日

11月30日  食支援ネットワーク・長崎嚥下
 リハビリテーション研究会会長
 山部歯科医院院長 山部　一実 様

12月7日 年次総会
 佐世保学園教誨師
 青眼寺住職 水町　宗典 様

12月14日 佐世保コーチングオーガナイゼーション
  光武　哲郎 様

12月21日  新会員卓話予定

12月28日  指定休会日

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／12月6日㈫　15:45〜 　予定
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／11月17日㈭ （8月25日㈭分の変更）
　　　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

日時／11月24日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 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。

（今週の担当：山口　剛史）
（カメラ担当：松本　淳也）

　まず自己紹介をさせていただきます。昭
和42年生まれの49歳。平成２年に日本生命
に入社し、うち11年間は営業現場の営業部
長をさせていただきました。
　国内生保の多くは、女性中心の営業部隊
となっています。生保レディといえばみな
さんどのようなイメージをお持ちでしょう
か。どちらかと言えば厚かましい？派手？
いずれも実際は大きく異なります。
　ニッセイでのもっとも若い職員は20歳。
長崎県での最高齢者は89歳です。
　昔は、代理店さん中心の販売でしたが、
第二次世界大戦後に大量に発生した戦災寡
婦が生保営業に参画し今の体制になったと
言われています。
　この仕事をしていると女性の潜在能力の
すごさを感じます。ここ一番の場面では、
理屈や打算を超えた頑張りをしてくれま
す。例えば、夕刻子供を保育所に迎えに行
き、そのまま、営業部に連れてきて、子供
を他の職員に託してみずからは顧客対応で
出るなどよくあることです。
　しかしながら、彼女たちの力を引き出す
為には、多くの工夫が必要となります。特
に大切なのは、公平であること、仕事人で
ある前に家庭人であることを深く理解する
こと、一人ひとりに強い関心を持つこと、
叱るときは叱る、褒める時は褒めるなど、
メリハリをつけた運営を行うなどがポイン
トになります。
　そして何よりサプライズが好きです。例
えば、彼女たち全員の誕生日を把握し、さ
りげなくプレゼントを渡してやる、子供が
受験に合格したと聞けばお祝いを渡してや
るなど、決して高価でなくとも真心をこめ
て準備してあげることが大切です。中に
は、ご主人の誕生日まで把握し、プレゼン
トするようなつわものもいます。そういう
拠点は明るく活気があり、当然営業成績も
いいものです。

　最後に、11月は生命保険の月で多くの生
命保険会社がキャンペーンを展開する月柄
です。生保レディは普段の月の２〜３倍の
目標で頑張る月ですので、皆さんのところ
に担当者がお邪魔した折には、何とぞ温か
く迎えてやって頂きますようにお願い致し
ます。
　ご清聴ありがとうございました。

以上


