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2012-13年度当クラブテーマ

『活力あるクラブ作り』

四つのテスト

１．真実かどうか

２．みんなに公平か

３．好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

例会状況報告

第5回 7月31日
通算1610回

◎会員数 ７１名
◎出席規定免除者数２３名
◎出席義務者数 ４８名
◎欠席者 ７名
◎出席者 ５６名
◎出席率 ８８．８９％

第3回 7月17日
通算1608回の修正

◎会員数 ７１名
◎出席規定免除者数２２名
◎出席義務者数 ４９名
◎欠席者 ５名
◎補填者 ２名
◎出席者 ６４名
◎出席率 ９５．５２％

会 長 報 告

本日は報告がございませんので、先日行いました「会長の時間」が
評判良かったので、気を良くして、文句が出たら「会長の時間」を
やめるつもりですが、話のパート２として、レジュメを配布してお

りますが、人間の出す唾の効果について少しお話したいと思います。
人間は食べるときなどにたくさん唾が出ます。一日の分泌量は大体

多い人で800ｍｌ、少ない人で500ｍｌということですが、これは個
人差も大きく、年齢重ねるとだんだん唾液量が減ります。また、薬
をたくさんのまれている方は副作用で唾の量が減ります。

人間には三つの大きな分泌腺があり、耳下腺は上顎の第一大臼歯の
頬側部にありますが、そこから唾液が出てきます。次に顎下腺は下
顎のこの辺りにありますが、分泌腺は下顎の前歯の裏側にあります。

もう一つの舌下腺は顎下腺とほぼ良く似た所から出ますが、口をぱっ
と開けた時に唾液が出てくるのが分ると思います。
次に唾液の成分についてですが、99.5％が水で、あとは有機質と無

機質が0.05％ずつ。
次に唾液の作用ですが、

1.科学的消化作用。でんぷんの分解酵素・アミラーゼを分泌します
ので、でんぷんの分解をします。

2.物を噛んだり、嚥下の補助作業で唾は食物を湿らせ、粉砕しなく

ても、また食塊の形成や嚥下を誘引します。
3.口腔粘膜を逡巡させ、咀嚼、嚥下、発音及び各運動を促進します。

例会プログラム
第6回 8月7日
通算1611回

１．開会の点鐘 17時30分

２．ソング

「君が代」

「大宮ロータリーソング」

３．お客様の紹介

４．会務報告

５．卓話 宮西正伸君

「地区の現状と会員数の維

持について」

６．閉会の点鐘 18時30分

国際ロータリー第２６５０地区

ガバナー 河本 英典

Bridge the Gaps

本 日 の お 客 様

●平川 泰厚 様（京都山城 ＲＣ）



2

幹 事 報 告

●橿原ロータリークラブより10月28日のＩＭの案内が届いております。本日状差しに入れて
おりますので、忘れずにお持ち帰りください。

●先日皆様に御協力頂きました「ロータリー希望の風奨学金」の特集記事が次の8月号の「ロー
タリーの友」に載るそうです。是非皆さんに読んで頂きたいと地区から連絡が入っており

ます。またこれにつきましては今回髙野雑誌・広報委員長が第一例会で紹介して頂ける事
になっておりますので、その時にお話を聞いて頂き、是非ご一読お願い致します。

●地区大会の記念誌が送られてきました。（新入会の方の分は数が足りませんので、ござい

ませんが）お持ち帰り頂きますようお願い致します。
●井上会員より出席免除の申請がありました。先ほど臨時理事会で承認されましたのでご報
告いたします。

4.歯・口腔粘膜に対する保護作用。歯と口腔粘膜に唾液で水分を補う事によって、その損傷
を防いでいます。

5.殺菌作用と抗菌作用。分泌唾液中の酵素によって、口腔内の病原体に働き、殺菌作用と抗
菌作用をあらわします。

このように唾液というものは人間の生活に不可欠なものです。

結論を申しますと、歯ごたえのあるものをゆっくりくつろいで噛むことにより、唾液ホルモ
ンなど唾液に含まれている有効な成分が大量に分泌され、歯を丈夫にするだけでなく、血の

巡りも体の隅々まで栄養を行き渡らせ、筋力を高めたり、造血作用を盛んにしたりしていま
す。そのように、前回も申しました通り、噛むことにより唾液も出ますので、なるべくゆっ
くり噛んで食べて頂いて、唾液の出をよくして頂いたら体に良いと思います。

委 員 会 報 告

谷川会計
先週もご案内させて頂いたんですが、この7月31日が前期会費の期限となっております。まだ
数名お忘れになっている方がいらっしゃるようなので、ご確認頂いて、早急にお振込頂きま

すよう、宜しくお願い致します。

卓 話

新入会員卓話 濱田英資 会員
高いところから失礼致します。１ヶ月ほど前に野

﨑委員長からご連絡を頂戴し物凄くプレッシャー
を感じております。ご使命でございますので、30
分程お話をさせて頂きたいと思います。先輩会員

の皆さんは「気楽に話をしろ」「趣味の話しでも
したら…」等の温かいアドバイスを頂戴しました

が、私は学校出てからの３０年間、保険会社に勤
務しておりますので、どうしても保険関係の話し
かできないものですから、皆様方にはちょっとご

興味のわかない話も出てくるかと思いますが、ご
容赦を頂きたいと思います。
保険業というのは非常に地味な商売なので、面白みのないお話になると思いますので、ご容

赦ください。それでは次第に沿って進めさせていただきます。
いろいろお話をさせていただくにあたって、まず保険そのものの起源・発祥といったとこ

ろからお話をスタートしようと思います。

保険はその特性から、産業構造・雇用環境の変革、あるいは天変地異・自然災害といった環
境変化が引き金となり、その社会的な要請にこたえて、営利を目的とした保険会社が開業し
たり、飛躍的に普及したりすることが多いです。

こちらの年表に記載の通り、例えば損害保険の起源は、厳密には不鮮明なところはございま
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すが、１６世紀にヨーロッパが大航海時代を迎え、海上交通の飛躍的な発展が海上保険の普
及を後押ししたり、或いは、１６６６年のロンドンの大火（市内85％の家屋が焼失した）が
火災保険のニーズを生み、民間で初の火災保険がスタートしております。そういう意味では、

ニーズが保険を発達させたり普及させるというのが一つの事例でございます。
一方、アメリカですが、アメリカの場合は少し趣が異なっており、記載のとおり、アメリカ
大陸にヨーロッパからの多数の移民が流れ込み、資本主義が形成されて行くのですが、その

中で、資本家による開拓、これに伴う「賃金労働者」層が生まれたことに起因して、東海岸
で生命保険会社が設立されました。（ニューヨーク生命保険会社）特にアメリカ大陸の鉄道

網の拡充に伴い、鉄道の敷設の工員達が非常に危険度の高い職業であるという事と、当時は
週払いの賃金労働者が大量に生まれており、それらが生命保険が飛躍的に普及した要因と言
われております。

一方、日本の場合は、皆さまも良くご存知
の幕末の勝海舟が率いて渡米した「咸臨丸」
に乗船の福沢諭吉が、「西洋度案内」とい

う本の中で紹介して、これを基点にして、
手前味噌ですが、私ども明治安田生命の起
源の明治生命が最初に生命保険会社として

スタートしました。これは福沢諭吉の弟子
である「阿部泰蔵」と言う人物が設立して

おります。なお私どもは１８８１年７月に
開業しており、実は７月は日本での生命保
険の開業月として、毎年保険会社は大キャ

ンペーンを展開しておりまして、7月25日
まで頑張っておったのですが、こういった

ことが起源となって生命保険がスタートしたということです。

また、生命保険の普及に関してですが、スペイン風邪の流行、関東大震災といった非常に大
きな自然災害等が普及を後押ししており、生命保険の加入が急増しました。
不謹慎な言い方かもしれませんが、この後お話します「東日本大震災」でも、東北地区の損

保各社の地震保険の加入、生保各社の傷害保険の加入率が上がっていると聞いております。
そういう意味では、今の時代であっても自然災害などが生命保険・損害保険の普及に繋がっ

ているという事です。ちょっと簡単ではございますが、生命保険・損害保険の起源といった
ところについてお話させて頂きました。
続きまして、生命保険から見た奈良事情というところをお話させて頂きます。奈良について

ですが、一表目は、既にご存知のことと思いますが、府県別の給与所得者の平均賃金の一覧
です。出典元は日経新聞です。こちらは皆さんもよくご覧になっているかと思いますが、確
か春先に日経新聞に掲載されたかと思いますが、当然、全国的に見ると、東京、大阪、愛知

といった都市圏およびその周辺地域が相対的に平均賃金が高くなっておりまして、下位の方
はどうしても沿革地域というところになっております。
特筆すべきは貯蓄額です。貯蓄額というのは実は算定方式は色々ございまして、調査によっ

ては銀行・郵政に限定して算定しているもの、証券会社や保険会社の元本保証型をすべて貯
蓄として算定しているもの等、同種のランキングは多種ございます。押しなべて「奈良県」

は上位にランキングされております。この辺も十分に会員の皆さんのご認識だと思いますが。
私事ですが、この四月に奈良に着任して、初日に近鉄奈良駅にて、「証券会社」の看板の多
さに驚かされました。メインストリートには大体銀行や私どものような保険会社が多いので

すが、奈良では証券会社の看板が非常に多いと感じました。
話は戻りますが、皆さまも十分にご存知のとおり、「堅実な貯蓄性向の強い」奈良の県民性
のなかで、保険会社のマーケッティングをどのように進めていくか。保険会社としては従来
の死亡保障型の商品に加え、年金・養老・終身といった金利重視型の商品は、弊社県内に230
名のセールスレディーがおりますが、必ずこちらをご案内する方針で進めております。特に
生命保険会社の場合、5～10年の長期の商品が多く、これに合わせて不動産や長期国債といっ
た長期の投資先への運用が可能ですので、他の金融機関に比べて相対的に金利の高い商品を
ご提供させて頂くことができます。そのような関係上、ここ数年は超低金利時代ということ
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で、昨年度から今年度にかけては、同業他社も含め、他府県に比べ相対的にこういった貯蓄

系の商品の販売量が増加傾向にあります。特にこちらの表は奈良県と全国の大手四社、或い
は全社の数値ですが、やはり年金にご加入のお客様が相対的に高くなっております。
ここで少しだけ貯蓄系の商品に話を戻させて頂きます。これは弊社の宣伝をさせていただく

事になるのですが、貯蓄系商品については、相続対策・安定的な事業承継対策と言う視点で、
ご活用いただく企業さまが多くございます。企業経理上は、資産計上となりますが、従来型
の経営者の死亡保障の場合は経費で落ちるのですが、しかしトップが万が一の時には保険金

を相続税対策にスムーズな事業承継をして頂く、或いはお元気でご勇退の場合には、解約返
戻金を退職一時金の一部に充てていただくというプランがございます。

実は、10月31日に弊社のファイナンシャルプランナーによるご相談会を開催させていただく
予定です。相続対策、或いは事業承継対策などにご関心がおありの方は、手前どもにご用命
いただければと思います。よろしくお願いいたします。

最後のテーマですが、社会のお役に立つ生命保険会社という所について少しお話させて頂き
ます。生命保険が社会のお役に立ったというケースは、どうしても自然災害、特に、今回皆
さまのご記憶にも新しい「東日本大震災」の事例をご紹介いたします。

この震災では、死者15,867人、行方不明2,909人、何らかに事情で震災前のお住まいを離れな
ければならなくなった、所謂避難者の方が344,171人と未だに大きな爪あとを残しているのは
皆さまもご存知のとおりです。

弊社は3月11日・午後2時49分に発生した未曾
有の震災を受けて、災害対策本部を立ち上げ、

私も実は奈良に来る前は、この仕事にずっと
携わっておりましたが、すぐにお見舞訪問活
動ということでお客様を訪ねるという活動を

開始いたしました。
弊社は岩手、宮城、福島の被災３県に約61万
件のお客さまがいらっしゃり、これを約1,400

人の営業職員が全件訪問の指示いたしました。
余談ですが、弊社の職員でも3名の犠牲者が出
ており、いずれも津波によるものです。

・１人は、保育園に子供を迎えに行く途中で
津波に襲われて・・・
・１人は、地震がおさまった後に、翌日からの業務のために自宅に洋服を取りに帰った途中

に津波に襲われて・・・
今回の大震災では、自身という事もさることながら、津波で命を落とされたという方が非常

に多かったと私どもも認識しております。
話は戻りますが、お見舞訪問を続けておりましたが、自宅や勤務先への訪問だけではなかな
か連絡がつかず、携帯電話への連絡、郵送、避難所・仮設住宅への立て看板・スピーカー通

じた連絡を行い、8月25日には99.84％のお客さまへの確認を完了いたしました。
お手元の封筒の中にありますこちらの二枚の資料は、私どもが震災の際に色々お客様を回っ
て色んなお手助けをさせて頂いたという、これらの活動をご報告した資料です。後程ご参照

ください。自ら被災しながら営業職員たちが頑張ってお客様の所を回って、被災された、ご
家族を亡くされた方に「よく来てくれた」と涙ながらに迎え入れられたり、私も震災二週間
後に被災地に伺いましたが、そういう意味では不幸の中の一筋の光明というように私どもの

担当者をお迎え頂いたケースもありましたし、今更ながら東日本大震災の恐怖や大きさを目
の当たりにしている所です。

今回の震災の中での教訓の一つですが、先ほど申し上げた通り私ども営業職員が訪問したり、
或いは色んな連絡をさせて頂く中で、特にご高齢の方々への連絡手段として「ラジオＣＭ」
が非常に有効である事を再認識いたしました。こういうことは二度と起こって欲しくはない
のですが、こういったケースの場合は、ラジオは活用しなければならないと思いました。た
ぶん皆様方もご用意されているかと思いますが、震災の時は乾パンとか連絡先などを、袋の
中にラジオをお持ちになっている方も多いので、そういった方で連絡が取れたということも
ございます。本日お集まりの皆さんも震災に対する事前のご用意という観点では、ラジオを
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ご用意頂くのは一つ大きな要素かな、と思います。
またもう一つ、携帯電話のネットを使った連絡ですが、こちらも非常に有効な手段として、

時代の流れですが、これでお客様と連絡がついた、というケースもございました。そういう
意味では携帯電話や小型ラジオは、接点を作る手段になったというところです。
こんな方法で、お客さまとの接触に励み、生保全社でのお支払いが1,375億、17,806件を行う

ことができました。被災された方は精神的に辛い思いをされておられますが、そんな中で復
興へのお役に立てたのではないかと思っております。

最後の最後にお支払いをさせて頂いたのが悲しい象徴的な事象ですが、実はお子さんにご加
入の保険で行方不明になられ、保険の手続きをするとどうしても行方不明になられた子供さ
んが亡くなったと認めなければならない、ということで、涙ながらに最後の最後、お手続き

を頂いた、ということが、今回の東日本大震災で保険会社で印象に残った、非常に痛まし震
災だったと痛感させる出来事でした。また昨今、保険はネット・電話で気軽にご加入いただ
けます。手前味噌ですが、私どものように営業員を一人一人のお客さまの担当として貼り付

け、フェーストゥーフェースでフォローさせていただいている形態の良さを今回の震災では
再認識いただいております。そのような意味では、フェーストゥーフェースというのはこの
ような時代ではアナログでも大切かな、と思いました。

それと、今回の震災の２つ目の教訓ですが、震災直後からご家族間あるいは企業さまと従業
員さまとの連絡が取れず、被災者の方の心労を増幅させました。お手元の封筒の中をご覧下

さい。小さいカードが入っているかと思いますので、お出し頂ければ、と思います。この教
訓を踏まえ、社会貢献活動の一環として、私どもはこの「防災きずなカード」をお届けする
活動を行っております。このカードには「緊急連絡先」「健保番号」「携帯電話の伝言ダイ

ヤル」の説明書き等を記載しており、今年の2-3月からお客様にお配りしております。こんな
時代ですので、携帯電話で連絡を取り合うということも多いかと思いますが、実は携帯電話
も被災地では全く繋がらない、といったこともありましたので、こういったカードを財布・

定期入れ等にて携行いただき、自然災害等の際にお役に立てていただくものでございます。
もし皆様方のご家族、あるいは従業員さまにも必要があれば、ご用命ください。お届けにあ
がります。必要部数をお知らせ頂きましたら無償でお届けいたします。

最後にお手元の紫色のチ
ラシをご覧下さい。実は、

私ども保険会社はお客様
と懇談会のようなものを
させて頂くと、「お前の

所に預けている保険料は
どういう形で使ってるん
だ」と言われまして、ど

この会社でもそうですが、
どれだけ社会に貢献して
いるか、というものを求

められる時代ですが、弊
社は音楽を通じた子供の

育成・障害者の方々への
支援を行っておりますが、
その一貫として「９月１

２日にチャリティーコン
サート」を奈良県文化会館にて開催いたします。入場は無料です。会場に募金箱を用意して
おりますので、そちらにお気持ちを沿えて、募金をいただければ結構でございます。日頃、

お仕事やロータリーの活動に邁進されご家族を振り返られてなくて、たまには奥様やご家族
の皆様への罪滅ぼしにご活用いただければと思います。なお当コンサートは入場券が必要で
すので、事前にご連絡をいただければ、チケットをお届けにあがります。ご興味がおありの

方はぜひご一報ください。
長々と拙い話で、早口でお聞き苦しい所もあったかと思いますが、お付合いをいただき、誠

に有難うございました。ご静聴ありがとうございました。
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ニコニコ箱 本日計 46,000円 累計 348,000円

楠原忠夫 君 濱田さん ロータリー情報委員会、オリエンテーションと新入会員卓話、新
入会員の関所です。宜しくお願いします。

橋本和典 君 日曜日 卒業５０周年の同窓会をしました。この日のために、わざわざ横浜

から駆けつけてきてくれた彼女。５０年ぶりに会いましたがまるで私の心の
内(ﾅｶ)で齢(ﾄｼ)を重ねた（１２才プラス５０年）かのように想像どおりの素
敵な女性になっていました。果して彼女の眼には私はどのように写ったので

しょうかネ？この続きは今週号のサンデー毎日でどうぞ。同窓会特集をして
います。「ロータリアン いつも ニコニコ アイサーブ」

北河原公敬君 ２８日京都駅で見知らぬ女性に「東大寺の方ですね」と声をかけられました。

「そうです」と答えたところ、「蓮の本を読ませていただきました」とおっ
しゃいました。笑顔の美しい女性でした。ニコニコ

宮西正伸 君 先日の社会奉仕委員会にご出席のメンバーの皆様、貴重なご意見有り難うご
ざいました。又、会長様、幹事様 有り難うございました。

濱田英資 君 本日は私のつたない話に３０分も、貴重なお時間を頂戴し、申し訳ありませ

ん。あらかじめお詫び申し上げます。
小西敏文 君 先週２６日暑い中ホールインワンコンペとパーティーに参加して下さった皆

様有難うございました。本当に盛り上げていただきもう一度ホールインワン

を近いうちに達成したいと思います 乞う御希待 を！
有井邦夫 君 小西様先日は楽しい一日お礼申します。ホールインワンパーティとゴルフプ

レー久しぶりにおもしろい一日でした。

高辻良成 君 小西さん、ありがとうございました。中條さん、お世話になりました。武藤
さん、名司会ぶり、大変参考になりました。

森 完二 君 小西さんホールインワン杯で今期ベスグロでした！

武藤廣茂 君 小西様、中條様、先日は楽しい記念コンペありがとうございました。次は私
ががんばります。

矢追家麻呂君 小西さん先日はありがとうございました。中條さん、武藤さんご苦労様でし
た。

谷川千代則君 先日の小西さんホールインワン記念コンペで優勝させていただきました。あ

りがとうございました。
森山斗福 君 ニコニコ協力
倉田智史 君 毎日オリンピックを遅くまで見てしまいますが睡眠不足と夏バテに注意しま

しょう。今月、たくさんのニコニコ、ありがとうございました。来月からも
宜しくお願いします。

例会変更のお知らせ
８ 月

■橿原ロータリークラブ■

・８月２４日（金）・・・変更

時間：１７：３０～

場所：近鉄百貨店橿原店屋上ビアガーデン

※ビジター受付は、８月２４日（金）12：00-12：30まで

橿原ロイヤルホテルフロント横にて行います。

■平城京ロータリークラブ■

・８月３０日（木）・・・納涼例会の為、例会場所変更

場所：ホテル日航奈良屋上ビアガーデン

※ビジター受付は、同日18：00-18：30までホテル日航奈良３Ｆロビーにて

行います。

次週の例会 平成２４年８月１４日（火） 休会

次々週の例会 平成２４年８月２１日（火） 新入会員卓話 西本 隆一 君

●会報・IT委員会/中奥雅巳 冨川悟 平方貴之 webmaster/中奥雅巳


