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会 長 挨 拶
会長　中村　徳裕

　本日もご多用の中、多数ご
出席いただきありがとうござ
います。
　今回は、2024～2025年度の
会長予定者、ならびに次年度
2023-2024年度の理事役員を承認いただく、
大切な「年次総会」を開催するという大切
な例会になっております。
　思い起こせば、ちょうど一年前の例会で
は、本年度の理事役員の承認をいただく「年
次総会」に臨んでおりました。本年度は7月
から今月までで半期が過ぎるところですが、
年を明けたところで「期前理事会」がスター
トしますので、実際にはすでに一年間の活
動期間が経過しています。途中には約2か月
間のコロナによる休会がありましたが、現
状では、なんとか12月17日の忘年家族会も
予定どおり開催できると楽しみにしている
ところです。
　さて、ここで来年2月23日に開催を予定さ
れているIM（インターシティミーティング）
についてお知らせいたします。ここ数年開
催されていませんでしたが、第5グループガ
バナー補佐 安部重幸さん、第6グループガ
バナー補佐 橋口佳周さんのもと、ホストク
ラブ／佐世保中央ロータリークラブ会長 前
田眞澄さん、実行委員長 馬場貴博さんが中
心となって、お互いのクラブについての見
識を深め、交流を図ることを目的に準備さ

れています。
　来週12月14日の例会には、両ガバナー補
佐をはじめキャラバン隊としてメークアッ
プにお見えになる予定となっております。
皆様には笑顔で歓迎していただきたくよろ
しくお願いいたします。
　ここで、本日第6回目の理事会を開催いた
しましたので、報告させていただきます。
本日は1月25日に計画されている長寿祈願祭
並びに祝賀会の議案が承認されました。今
回は、9名という多数の賀寿のお祝いを迎え
る方がおられます。ぜひ長寿の運気を共有
していただきたくご出席の予定をよろしく
お願いいたします。
　また、職場訪問についての議案の提案が
ありました。今回は、福岡にオープンした
ばかりの『子供たちが複数の職場体験を楽
しめる』「キッザニア福岡」を候補とした、
大変ユニークな企画が提案され、この方向
で調整を進めることについて理事会で承認
されました。次回の理事会で具体的な内容
が決定されることを期待しています。
　本日は、損害保険ジャパン株式会社　佐
世保支社長　山口幸生さんによる会員卓話
です。それでは本日の例会もよろしくお願
いいたします。

例 会 記 録
〇国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

《本　　日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 51名・欠席 23名・（免除者欠席 10名）・ビジター 0 名・出席率 68.91 ％

《11月16日》会員数 74名（出席規定免除 24名）・出席 42名・欠席 32名・（免除者欠席 15名）・メークアップ 3 名・修正出席率 76.27 ％
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幹 事 報 告
幹事　福田　金吾

1.RI日本事務局　経理室
　2022年12月のロータリーレートは、
　1ドル＝138円
　日本事務局は12月29日から1月3日まで年
末年始休業

2.RI日本事務局　業務推進・IT室
　疾病予防と治療月間リソースのご案内

3.RI日本事務局　クラブ・地区支援室
　コーディネーター一同
　「コーディネーターニュース」2022年12月号

4.第2740地区ガバナー	 上村　春甫	さん
　地区大会実行委員長	 織田　徳彌	さん
　地区大会ご出席の御礼

5.第5グループ ガバナー補佐	 安部　重幸	さん
　第6グループ ガバナー補佐	 橋口　佳周	さん
　ホストクラブ　佐世保中央RCクラブ
	 会長　前田　眞澄	さん
　IM実行委員長	 馬場　貴博	さん

（佐世保中央RC）
　IM（インターシティミーティング）開催に
ついてのお願い
　開催日時：2023年2月23日（木・祝日）
　　　　　　14時頃～17時の間
　開催場所：ホテルフラッグス九十九島
　〈お願い〉
　①各クラブ登壇して5分紹介依頼
　②�パネルディスカッション幹事ご出席の
依頼

　③パネルディスカッションアンケート依頼

年 次 総 会
　定足数確認ののち、中村会長を議長とし
て年次総会を開催

会長指名委員会	 代表　福田　金治
　令和4年11月16日㈬例会終
了後、会長指名委員会を開催
し、佐世保ロータリークラブ
2024年～2025年度会長に、芹
野隆英会員を選出したことを
ご報告します。
第1号議案
　2024～25年度会長承認の件2024～25年度
会長に、芹野隆英さんを指名。満場一致で
承認。

2024〜2025年度　会長挨拶
	 会長ノミニー　芹野　隆英
　この度、2024年～2025年度
第75代佐世保ロータリークラ
ブ会長にご指名いただきまし
た芹野隆英です。
皆さまにご承認いただきあり
がとうございます。
　会長の役を精一杯務めて参りますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

第2号議案
　2023～24年度理事及び役員・監事選出の件
2023〜2024年度　会長挨拶
	 会長エレクト　円田　浩司
　次年度の役員・理事・監事
につきまして、これから候補
者の皆さんをご紹介いたしま
す。
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2023-2024年度 佐世保ロータリークラブ
役員・理事及び監事

【理事会】
【役員】
会　　長　円田　浩司　　直前会長　中村　徳裕

次期会長　芹野　隆英　　副 会 長　納所　佳民

幹　　事　大神　吉史　　会　　計　筒井　和彦

会場監督　松尾　文隆

【理事】
理　　事　　　　　　　　　　　　　古賀　　巖

クラブ管理運営委員会　　　委員長　廣瀬　章博

奉仕プロジェクト委員会　　委員長　坂本　　敏

青少年奉仕委員会　　　　　委員長　吉田　英樹

会員増強委員会　　　　　　委員長　黒木　政純

公共イメージ委員会　　　　委員長　坂根　　毅

ロータリー財団委員会　　　委員長　安福　竜介

親睦活動委員会　　　　　　委員長　草津　栄良

副 幹 事　　　　　　　　　　　　　出端　隆治

【監　事】
監　事　橘髙　克和　　　　監　事　長島　　正

　ステージ前に整列された候補者は、会場
の会員の皆様の拍手によって次年度の理事
役員・監事として満場一致で承認。

慶 　 　 祝
会長　中村　徳裕

○地区大会個人表彰受賞
　50年以上在籍者　田中丸善保�さん（53年）

親睦活動委員会　田村　和大
○誕生月のお祝い
　長島　　正�さん（ 5日）
　安部　雅隆�さん（15日）
　菅沼宏比古�さん（21日）
　坂根　　毅�さん（21日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　岩崎　正俊

中村　徳裕 会長、福田　金吾 幹事
安部　雅隆 副幹事、井上　斉爾 さん
草津　栄良 さん、庭木　香充 さん
鈴木　清輝 さん、米倉洋一郎 さん
永瀬　徳豊 さん、坂本　　敏 さん
出端　隆治 さん、西田　勝彦 さん
古賀　　巖 さん、松尾　　貴 さん
福田　金治 さん、廣瀬　章博 さん
橘髙　克和 さん、松本　祐明 さん
山口　健二 さん、船越　　温 さん
池田　真秀 さん、中島　　顕 さん
円田　浩司 さん、大久保利博 さん
筒井　和彦 さん、増本　一也 さん
坂元　　崇 さん、指山　　立 さん
内海　暢邦 さん、梅村　良輔 さん
陣内　純英 さん、安福　竜介 さん
芹野　隆英 さん
　新会員 山口幸生さんの卓話に期待してニ
コニコします。

長島　　正 さん、安部　雅隆 さん
菅沼宏比古 さん、坂根　　毅 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございます。
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◇
ニコニコボックス� 本日合計� 37,000円
� 累　　計� 498,000円

卓　　　　話
「平成〜令和における大規模災害・事件・
事故に係る自身の体験とリスクへの備え」

新会員　山口　幸生	さん
（損害保険ジャパン株式会社　佐世保支社長）

　みなさんこんにちは。損害
保険ジャパン佐世保支社の山
口でございます。
　私は今年の4月に佐世保に
赴任し、前任者からの継続で
歴史ある佐世保ロータリークラブの会員と
して参加させていただいております。本日
はこれまでの損保マンとして経験してきた
大規模災害・事件・事故に係る自身の体験
をベースに色々とお話させていただきたい
と思います。
１．自己紹介
　大学卒業までは久留米の実家におりまし
た。前任地の愛知県赴任時から単身赴任し
ており、今年4年目となります。会社経歴に
ついてですが、1992年（平成4年）に入社し
て30年。転勤で全国各地を回り、佐世保は
10か所目の勤務地となります。佐世保ロー
タリーの皆さまとの共通話題に繋がるかも
しれないと思い、ペーパーに少し詳しく会
社経歴を纏めさせていただきました。
２． 大規模災害・事件・事故に係る自身の

体験
　過去に関わってきた忘れられない災害・
事件・事故をフォーカスし、自分の体験談
やエピソードについてお話させていただき
ます。
◆入社前
　�　次年度に入社を控えた1991年に、長崎
県にも大きな影響があった「雲仙普賢岳
噴火・台風19号」という2つの大きな自然

災害がありました。特に台風19号につい
ては福岡でも大きな損害があり、入社前
に保険事故処理のアルバイトをする機会
があり、今後保険の仕事をすることの実
感が湧きました。
◆姫路在任中
　〇阪神・淡路大震災（1995年1月）
　　�　当時強い揺れで目を覚ましましたが、
姫路自体は被害が少ない状況でした。
JRが姫路～明石まで動いたタイミング
で、明石から神戸市内まで往復45kmを
歩いて現地の被害状況を見に行ったの
ですが、長田・三宮の災害状況を目に
して大きなショックを受けました。

◆東京本社在任中
　〇米国同時多発テロ（2001年9月）
　　�　本テロの発生は航空保険の再保険引
受を行っていた一部損保会社が多額の
保険金支払に耐え切れず債務超過とな
り倒産。業界に大きな衝撃を与え、こ
れ以降、再保険引受の厳格化、業界再
編が更に進んでいく契機となりました。

◆大阪企業営業部在任中
　〇紡績工場大火災（2007年6月）
　　�　担当していた上場紡績会社の大規模
紡績工場で火災が発生。全焼となり火
災保険金約45億円を支払いする事故を
経験しました。一番苦労したのはお客
様の更改後時の保険料引き上げ交渉で、
当時年間1,000万円の保険料を5,000万
円で交渉するよう本社から指示があり
ました。最終的には3,000万円で決着し
ましたが、当時は相当胃が痛い思いを
しました。

　〇東日本大震災（2011年3月）
　　�　大阪でも結構の揺れがあり恐怖を感
じました。何より福島県に4年間在住し
ていたこともあり、旧知の方々の安否
について当初確認が取れず大変心配し
ました。

◆東京本社在任中（2回目）
　〇御嶽山噴火（2014年9月）
　　�　当時登山をしていた当社社員数名が
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犠牲となり、知っている社員もいたこ
とから大変ショックを受けるとともに、
人生いつ災難が降りかかってくるか分
からないことを改めて痛感した出来事
でした。

◆北九州支店小倉支社在任中
　〇熊本震災（2016年4月）
　　�　小倉在住していたことから、大きな
振動を感じました。事故後益城町と熊
本城を訪問し、災害状況を確認。地震
被害の怖さを改めて感じました。

◆近年の台風・豪雨災害
　〇�台風21号（2018年9月）、台風15号（2019
年9月）、台風19号（2019年10月）　

　　�　近年は気候変動（地球温暖化）の影
響を受け、大きな台風がいくつも上陸
しており、災害は大規模化の一途を辿っ
ています。ゴルフ場のネットが倒れた
事故において、自然災害被害での賠償
保険は原則免責であり、状況を踏まえ
たリスクへの備えが必要となります。

３． 大規模自然災害時代の到来とリスクへ
の備え

◆火災保険トピックス
　�　近年、地球温暖化の影響に伴う集中豪
雨や大型台風の到来が頻発しており、損
保会社においては火災保険の保険金支払
いが大幅に増加、収支は大幅な赤字となっ
ています。その影響で近年火災保険料は
大幅な値上げが続いています。
◆地震保険トピックス
　�　地震保険の世帯別加入率は阪神・淡路
大震災後以降、福岡県西方沖地震・東日
本大震災・熊本地震等を経て必要性の認
識が高まっており、年々増加しています。
　�　その中で長崎県の加入率は沖縄を除く
全国最下位という状況です。理由として
過去に地震がほとんど起きていない事が
考えられますが、1922年には島原半島付
近でマグニチュード6・9や6・5の地震が

発生し、26人が死亡。県の地域防災計画
も、県内の活断層による最大規模の地震
で、長崎市周辺で震度4～6強、一部の地
盤が軟弱な場所では震度7の可能性がある
とされています。
　�　地震は日本中どこでも可能性があり、
地震保険加入を含め様々な角度でリスク
へ備える必要があります。
◆最後に
　�　地震保険に限らず経営に関わる皆様は
様々な角度でリスクを検討し、対策を講
じる必要があると思います。
　�　特に倒産が伴うようなトップリスクに
対して保険で担保することが可能か、コ
スト面を踏まえ改めて精査いただければ
と思います。リスク管理において何か気
になることがございましたら、お気軽に
お声かけください。

　本日はご清聴頂きありがとうございました。

クラブ会報・広報委員会 委 員 長：吉田　英樹　　委　員： 船越　　温・中村　真弥
副委員長：中島　　顕　　 　　　　大塚　隆夫・庭木　香充

＊今後の例会予定＊�
12月14日� 佐世保南高等学校
� 校長　古賀　　巖�様
　　21日� 佐世保工業高等専門学校
� 准教授　入江　英也�様
　　28日� ─指定休会─
 1月 4日� ─指定休会─

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日　時／2022年12月16日㈮　18：00点鐘
場　所／長崎国際大学
登録料／1,000円

＊�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：船越　　温）
（カメラ担当：吉田　英樹）


