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お客様
＊10/9
大野清一様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜東RC)
河泳達様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 地区幹事､横浜東RC)
中村憲一様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補
佐､川崎西RC)

報 告
＊訃報
当ｸﾗﾌﾞ元会員 古屋光克様が9月22日ご逝去されました｡
心よりご冥福をお祈り申し上げます｡
＊理事会報告10/2

【第１３回 １０月２日(木) 】
会員卓話｢地震保険について」

濱田 肇 会員

皆様の前で話す事が慣れてないもので緊張していま
す｡今日は私がどんな人間か､わかって頂けたらと思っ
ております。
私は九州は大分県､由布院温泉で有名な由布市で育ち

ました｡高校を卒業する頃､別府温泉の地獄巡りの定期
観光ﾊﾞｽにﾊﾞｽｶﾞｲﾄﾞがつきました｡そのﾊﾞｽｶﾞｲﾄﾞになり
たくて努力したのですが､障害がありました｡大工の親
父は一人っ子の私に当然跡を継いでもらおうと思って
いたのです｡その時代､女性の3代花形職業はｽﾁｭﾜｰﾃﾞｽ､
ｴﾚﾍﾞｰﾀｰｶﾞｰﾙ､そしてﾊﾞｽｶﾞｲﾄﾞでした｡私は親父の跡継ぎ
のことをすっかり忘れ､ﾊﾞｽ会社の事務職として就職し
ました｡最初の3ヶ月間はとても楽しく車掌乗務させて
頂きました｡その後営業職の話がありましたが丁重にお
断りさせて頂きました｡ 私鉄総連の企業年鑑に西日本
地区の最後のﾊﾞｽの車掌として載っているそうです｡

表 彰
☆ﾆｭｰﾒﾝﾊﾞｰ ｽﾎﾟﾝｻｰ ﾋﾟﾝ （2013-14年度新会員紹介）
菊池会員(3人:ﾌﾞﾛﾝｽﾞ+青) 石川会員(1人:青)
小山会員(1人:青) ※10/9ｶﾞﾊﾞﾅｰより表彰されました｡

＊理事会報告10/2
1.12月のｽｹｼﾞｭｰﾙ
12月 4日(木) 年次総会 定例理事会

11日(木) 30周年実行委員会
18日(木) 年末家族会 夜間例会
25日(木) 休会 定款細則により

2.10月 9日(木) ｶﾞﾊﾞﾅｰ訪問の件
3.10月23日24日(金) 親睦移動例会の件
4.11月20日(木) 防災教室の件 東高津小学校
5.12月 4日(木) 年次総会の件
6.12月18日(木) 年末家族会の件 ﾎﾃﾙKSP3F｢光の間」
7.社会奉仕委員会 養護学校慰問の件

＊委員会報告
・社会奉仕委員会 相馬 元委員長
9月19日にｸﾗﾌﾞ社会奉仕委員長会議が行われました｡
新規事業が会員増強につながるといった重要性を訴

えていました｡地区協の時のｱﾝｹｰﾄで､実に93％のｸﾗﾌﾞが
継続事業しかしていないという結果でした｡当ｸﾗﾌﾞでも
ぜひ新規事業を行って欲しいとの話がありました。財
団の補助金についてですが､来年の2～3月には計画を立
てる必要がありますが､7月に年度が変わるので出しづ
らいとの意見が出ました｡次年度社会奉仕委員長になら
れる心当たりのある方は計画しておく必要があること
をお伝えしておきます。

地区の最後のﾊﾞｽの車掌として載っているそうです｡
その後､旅行部門に配転され､営業経験をして､苦労も

ありましたが楽しかったです｡その後 訳あってその会
社を退職しました。
今は保険代理業として独立し､損害保険を主体に仕事

をさせて頂いております｡その中で本日は地震保険につ
いて皆様にお話させて頂きたいと思います。
最近では阪神淡路大震災､東日本大震災があり､神戸

では地震により家やﾋﾞﾙの倒壊や火災が発生し､燃え広
がりました｡東日本大震災では多くの人が家や車が津波
により流される様子がﾃﾚﾋﾞで報道されました｡また伊豆
大島や広島県では深夜､大雨により突然発生した土砂崩
れが尊い命や家や車を襲いました｡どちらも防ぎようの
ない自然災害ですが､保険上､火災保険では補償される､
されない大きな違いがあります。
家や家財の場合､火災や台風や大雨洪水高潮土石流に

よる家屋損壊や家財の被害は火災保険をかけていれば
補償されますが､地震もしくは噴火又はこれらによる津
波は火災保険にﾌﾟﾗｽして地震保険を付けていないと免
責で保険金は出ません｡しかし今だに地震保険の加入率
が低いのは地震も火災保険で補償されると勘違いをさ
れているからかもしれません。
余談になりますが､大きな地震に遭遇しますと莫大な

被害が発生します｡日本の損害保険協会は26社加盟して
いますが､それぞれ皆様からお預かりした保険料の一部
を海外の保険会社に再保険を掛けており､全体の支払い
が6兆2千億円を超える可能性があると支払われる保険
金が減額される場合があります。
また､金融機関に預けてないへそくりやﾀﾝｽ預金は火

災保険や地震保険をかけていても保険会社は払ってく
れません｡又､一個が30万円を超える宝石類は火災保険
を契約する時に明記物件として申告しないと保険で払
ってはくれません｡買った時の証明書､鑑定書､領収書等
準備の上､申告下さい｡保険金は時価額にてお支払い致
します｡保険を二重に掛けてはもったいないです｡損害
保険に関しては二重払いはしてくれません｡又､保険金
額が過少な場合は減額される場合があります｡そうなっ
ていそうでしたら私どもの代理店を活用下さい。
本日はご静聴ありがとうございました。



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊10/2 (順不同･会員敬称略)
福嶋 徹 濱田会員､本日の卓話楽しみにしています｡
大橋健治 濱田会員､本日は卓話宜しくお願い致します｡
三家 護 9/27御嶽山大噴火大災害､亡くなった方も相当
出ているようです｡ご冥福をお祈り致します｡
菊池幸治 濱田会員､本日卓話を楽しみにしています｡

【第１４回 １０月 ９日(木) 】
ガバナー公式訪問 卓話

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜東RC

大野 清一 様

今年1月12日～19日 ｱﾒﾘｶ､ｶﾙﾌｫﾙﾆｱ､ｻﾝﾃﾞｨｺﾞで開催され
た国際協議会に出席しました｡ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞは海軍の軍港､
ﾎﾃﾙ前のﾊﾞｰはﾄｯﾌﾞｶﾞﾝの撮影場所でした｡535名のｶﾞﾊﾞﾅｰ
ｴﾚｸﾄを前に､RI会長ｹﾞｲﾘｰC.K.ﾎｧﾝ氏はﾆｲﾊｵで会議が始ま
り､同伴者全てがﾛｰﾀﾘｱﾝになってほしい｡と言うのが第一
声でした｡彼は中国人で､台湾で育ち､ｱﾒﾘｶ ﾐｼｶﾞﾝに留学､
映画が大好きでｹｲﾘｰｯｸｰﾊﾟｰ出演の西部劇をよく見たので
ﾆｯｸﾈｰﾑがｹﾞｲﾘｰと付けられました｡ﾆｭｰﾖｰｸで学士号を取り
台湾に移り､保険業で財を成しました｡
30才で台北RCに入会希望したが､若すぎるということ

で断られますが､半年間例会に出席しました｡30才になっ
た時に入会が認められます｡ その5年後に会長､地区ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰに就任｡財団に対する思いが大いにありました｡また女
性の方々を入会させ､奉仕活動を活発に行っています｡

ﾛｰﾀﾘｰの状況について､2015年6月30日全世界で130万人
にしようと頑張っています｡中国でも難しいけれど拡大
したい｡我地区では昨年度末会員は-7です｡ここ10数年減
少がとどまらなかった｡昨年横浜鶴峰RCが解散､14名だっ
たので､しなければ+7で減少が止まったのでは｡今年は60
ｸﾗﾌﾞでｽﾀｰﾄし､20名以下が10ｸﾗﾌﾞあります｡奉仕活動や財
政面でも厳しいので厳しいところは近隣ｸﾗﾌﾞとﾁｰﾑﾜｰｸを
組んでいただき､何とか活動できるｸﾗﾌﾞにして行きたい｡
今年の会員増強委員会の考え方です｡ 今年国際ﾛｰﾀﾘｰは
109年目､世の中はいろいろ変わって来ているが､2500年
前の哲学者孔子は言った｡「ただ座って暗闇を呪うより
も､ﾛｳｿｸを灯したほうがいい｡｣これはﾛｰﾀﾘｰと同じ考え方
です｡奉仕も何もしないでただ座っているより､それぞれ
が周りの方々と一緒に世の中を明るくしていこう｡
孔子はﾛｰﾀﾘｰの元祖です｡ﾛｰﾀﾘｱﾝは職を持ちながら身の回

4.地区主催のｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ会議を開催 来年2月を予定
各ｸﾗﾌﾞにおける新会員へのﾛｰﾀﾘｰ研修の推進を図る｡
5.ﾛｰﾀﾘｰ財団活動へのご理解とご寄付のお願い
6.ﾛｰﾀﾘｰ米山記念奨学事業へのご理解とご寄付のお願い
7.会長賞への参加､会員増強､出席率の向上
RIではｺﾝﾃｽﾄをやっている｡会員紹介者にはﾊﾞｯｼﾞを進呈

本日菊池会員､石川会員､小山会員の3人に進呈しました｡
8.東日本大震災への復興支援
10月 7日ﾃﾞｨﾅｰｼｮｰ 440名参加
10月14日ﾎﾟﾘｵ撲滅のためのｺﾞﾙﾌ大会

＊会長謝意 福嶋 徹会長
本日は貴重なお話をありがとうございました｡

例会日 会員数
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本日
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前々
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MU
前々回

修正

10月2日 32 31 18 13 58% 10 1 71%

10月9日 32 31 24 7 77% 11 5 81%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

10/2 14 14,000 201,000 391,680 51%

10/9 20 22,000 223,000 391,680 57%

10/2 14 16,000 209,000 640,000 33%

10/9 20 21,000 230,000 640,000 36%

10/2 14 17,000 309,000 1,200,000 26%

10/9 23 45,000 354,000 1,200,000 30%

10/2 14 14,000 209,000 600,000 35%

10/9 21 21,000 230,000 600,000 38%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 三富末雄副委員長 曽我直樹委員
喜多川亮平委員 編集担当： 喜多川亮平 三富末雄

菊池幸治 濱田会員､本日卓話を楽しみにしています｡
＊10/9
大野清一様(第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ､横浜東RC)本日は公式訪問
に参りました｡どうぞよろしくお願い致します｡
河泳達様(第2590地区地区幹事､横浜東RC)本日は大野ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰの同行でお世話になります｡よろしくお願い致します｡
中村憲一様(第2590地区第3ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､川崎西RC)
本日はｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問です｡宜しくお願い申し上げます｡
福嶋 徹 大野ｶﾞﾊﾞﾅｰ様､中村ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐様､ようこそ｡
本日はご指導をよろしくお願いします｡
大橋健治 大野ｶﾞﾊﾞﾅｰ様､本日はよろしくお願い致します｡
三家 護 昨夜のﾅｲﾄｼｮｰ､久振りの皆既月食如何でしたか?

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円

孔子はﾛｰﾀﾘｰの元祖です｡ﾛｰﾀﾘｱﾝは職を持ちながら身の回
りの行いを正しく行って世界平和になるのだという､ﾛｰﾀ
ﾘｰの中核的な価値観は孔子の考え方と同じであります｡
今年のﾃｰﾏ｢ﾛｰﾀﾘｰに輝きを｣を協議会で話されました｡
ﾛｰﾀﾘｱﾝ一人一人が自覚を持って地域社会に奉仕しながら
若い方々と共に奉仕活動することによってﾛｰﾀﾘｰが輝き
を増すでしょう｡地域社会でﾛｰﾀﾘｰの何たるかという認識
度を高めてほしい｡それがRI会長の考え方です｡来年に向
けて会員増強を積極的に行ってほしい｡
当ｸﾗﾌﾞは創立30周年を迎え､35名の会員に向けて頑張

って行きたいと言う話がありました｡創立時の35名にこ
だわらず若い方々の入会を進めてほしい｡全世界に向け
てﾛｰﾀﾘｰがどういうことをやっているか､皆さんにご披露
したいと言うことでﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰを各地区各ｸﾗﾌﾞにお願いし
ているところです｡
財団に対する寄付は世界を明るくする､良くするため

には多くのﾌｧﾝﾄﾞが必要です｡寄付も奉仕活動も会長さん
をはじめとして皆さん率先してやってほしい｡財団･米山
に対する寄付は任意であり､強制ではありません｡僅かな
がらでもﾆｺﾆｺと同時にご寄付いただきたい｡目標達成に
お礼申し上げたい｡1985年にRIが全世界に向けてﾎﾟﾘｵ撲
滅の宣言を致しました｡残念ながら厳しい状況です｡わず
か3カ国ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ､ﾊﾟｷｽﾀﾝ､ｱﾙｼﾞｪﾘｱが残っています｡2018
年には完全に撲滅しましょう｡

以下地区方針について述べます｡

1. 会員増強･退会防止により一致結束して当地区として
減少から増強にﾁｰﾑﾜｰｸで反転攻勢をしましょう｡
2.ﾛｰﾀﾘｰの公共ｲﾒｰｼﾞの向上､ﾗｲﾄｱｯﾌﾟﾛｰﾀﾘｰへ､一人一人の
奉仕活動の参加､一人が世界120万人の奉仕でﾛｰﾀﾘｰに輝
きを与えましょう｡
3.ﾛｰﾀﾘｰﾃﾞｰの開催 ﾛｰﾀﾘｰの活動を地域社会に知っても
らう奉仕活動にﾛｰﾀﾘｰｱｸﾀｰ､ｲﾝﾀｰｱｸﾀｰに参加してもらい､
若い人に将来入会するよう働きかける｡RYLA(ﾗｲﾗ)参加者
と共に成長して行く｡


