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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2657 回例会 平成 27 年 5 月 29 日（金） 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    奉仕の理想 

◇ 四つのテスト      高橋 正 会員 

◇ お客様紹介 

 成田コスモポリタンロータリークラブ  宮崎 廣一郎 様 

  市原ロータリークラブ 

       万崎 英正 様、西村 芳雄 様、宮地 勝廣 様、上条 優雄 様 

 

 

 

 

 

 

◇ ニコニコボックス 

宮崎 廣一郎 様（成田コスモポリタンロータリークラブ）：過日

妻が亡くなり、その葬儀にお忙しい中ご会葬いただき誠にありがと

うございました。ご丁重なお見送りに妻も草葉の陰で喜んでいるの

ではないかと思います。最初は毅然としておりましたが、日が経つ

に連れてやっぱり気持ちが落ちて暗くなってきました。私が落ち込

んでいるのを見て娘がしっかりやってくれており、不幸と幸福は裏

腹にあると説に思いました。同じ地区の中で、今後もロータリークラブの活動をさせてい

ただきますのでお引き立てをよろしくお願いいたします。今日は貴重な時間をありがとう

ございました。 

 

橘 昌孝 会員：佐原で運転免許更新のための高齢者講習を受講し

ました。幸い認知症はなく、ノブを使用せずに運転もできました。

唯一、二段階停止だけが上手くいきませんでしたが、それ以外はま

ったく問題ありませんでした。大変嬉しい結果だったのでニコニコ

させていただきます。それと先週のデータで印旛郡管内にインフル

エンザ患者が 19 名出ました。感染性胃腸炎も流行っておりますの

で、普段からうがい、手洗いを心掛けてください。 

 

 



2 

設楽 正行 会員：私と小泉君が住んでいる花崎町商店街振興組合

の総会が 5月 27日に無事に終了いたしました。しかし困っているの

が、後継者問題です。私も 70になりますので色々考えておりますが、

もうしばらくは理事長をやることになりそうです。 

 

成田 温 会員：先日、ゴルフの同好会のコンペを太平洋クラブで

開催いたしました。ＯＢの向後さん、上野さん、そしてオブザーバ

ーとして設楽会員のお友だち 2 名も参加され、参加者 19 名、5 組。

天気も良く、優勝は小宮山会員、準優勝は長原会員、3位が神﨑会員。

設楽さんのお友達 2名参加分をニコニコいたします。 

 

 

平山 秀樹 会員：先日、諸岡靖彦会員、佐藤英雄会員が地区

の事業として担当されたＲＬＩ（ロータリー・リーダーシップ

研究会）に参加してまいりました。成田からも多くの方が参加

されていました。各セッション、心が磨かれました。充実した

一日を過ごさせていただきました。本ＲＬＩで教えていただい

た地区内クラブのみなさまの活動の素晴らしさに目を見張り

ました。改めて、私は恵まれた成田ロータリークラブの中でのんびりとロータリーライフ

を送らせていただいて来たことに気づかされました。 

 特に最後の白鳥パストガバナーのセッションは忘れられないものとなりました。父は最

後の最後まで私に「お前は本当に人の話を聴かない。誰の話でも、きちんと人の話を聴け。

Leadershipの Lは Listenの Lだ。Listenとは積極的傾聴だ。『聴』という字は、耳に十四

の心と書く。よくよく心を込めて聴け」と言っていました。最後のセッションで、白鳥パ

ストガバナーのセッションリーダーのご指導により、父の伝えたかったメッセーの一端が

ようやく伝わりました。この気づきはもう少し私の中であたためさせていただき、改めて

成田ロータリークラブゴルフ同好会 ゴルフコンペ 
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共有させていただきたいと思います。 

 このように貴重な、ロータリー・リーダーシップの勉強をさせていただいたことに、心

より感謝申し上げ、これからペースをあげてロータリー活動に精進させていただくことを

お誓い申し上げ、ニコニコさせていただきます。ありがとうございました。 

 

杉浦 健 会員：入会したばかりで初めて成田ロータリークラブ

のゴルフコンペに参加させていただきました。普段は 120 程で廻

っているのですが、今回 106！人生のベスグロです。優勝者が商品

提供者である小宮山会員であったため、優勝商品は、ジャンケン。

こちらの商品も譲っていただき記念のゴルフコンペ初参加となり

ました。ありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 皆さんこんにちは。本日は成田コスモポリタンロータリー

クラブから宮崎会長、市原ロータリークラブから宮地会長、

万崎様、上篠様、西村様がお見えです。成田ロータリークラ

ブの例会をお楽しみ下さい。 

さて、通常例会は 15日以来 2週間ぶりとなります。しかし

この 2週間はたくさんのロータリー行事がありました、15日

夜は広報委員会、18日は家族移動例会、19日は RLIパートⅢ、

22 日は研修委員会、27 日は次年度地区委員会、28 日は 9 分区会長幹事会と休む暇があり

ませんでした。 

18日の親睦移動例会は明治座五月歌舞伎の観劇でした、築地場外のすし三昧で腹ごしら

えをしてから明治座へ、市川猿之助と市川中車の「あんまと泥棒」、片岡愛之助六役早替わ

りの「鯉つかみ」、どちらも分かり易いもので楽しい 1日でした。吉田親睦リーダー奥様と

もども素晴らしい企画を有り難うございました。 

27 日は櫻木ガバナーエレクトを交え多岐にわたる意見交換が出来ました、「希望の風奨

学会」の問題点、地区研修制度の問題点、地区ロータリー財団委員会の問題点などについ

て話が出来ました。その中で次年度から我がクラブでスタートする「財団認証ポイントの

有効活用」の説明をさせてもらい理解をいただきました。 

そして昨夜は会長幹事会でした。青木アシスタントガバナーから一年間の御礼があり、

そのあとロータリー談議に花が咲きました。青木アシスタントガバナーは 6 月 8 日にご挨

拶にお見えになります。 

 さて 6月に入ると 4回の例会がありますが、1週目は第一例会、2週目がクラブ研修セミ

ナー、3 週目が本年度事業総括発表、4 週目 26 日は最終となっております。全てが大切な

ものとなっておりますのでスケジュールの調整をしていただき多くの参加をお願いします。 
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◇ 表彰 

第 1回米山功労者     

小寺 真澄 会員 

マルチプルポールハリスフェロー  

佐藤 英雄 会員 

 

◇ 委員会報告 

・会員増強、退会防止委員会  小寺 真澄 委員長 

急な会員増強・退会防止委員会の開催をご連絡申し上げたことを

お詫び申し上げます。 

改めて、本日委員会開催の予定候補日を３日〈６／５（金）・８

（月）・９（火）〉定めご通知しておりますので、ご連絡願います。 

さて、先の（４／２９）地区研修・協議会において、 

★ 増やそう友人・尽くそう社会に ★『会勢 ３０００名 目指して』 

をスローガンに研修を行いました。 

研修では、「会員増強シート」や「会員紹介カード」などの手法を説明し、その使用状況

等を分区の会長・幹事会に聞きにお伺いすることになっております。 

全員参加型の会員増強活動を進めることをお願い致します。 

最後に、成田ロータリークラブのクラブ活動等を報告すると、皆に感心されていること

も併せてご報告いたします。 

 

・親睦  吉田 稔 リーダー 

先週の火曜日、家族移動例会で明治座の歌舞伎に行ってきました。

現代歌舞伎で非常に分かりやすく楽しい時間を過ごす事ができまし

た。 

6 月 26 日は最終例会、忘年会は 65 名の参加でしたので、これに並

ぶ位の方にはお集まりいただき年度の締めをできたらと思っており

ます。また次年度のクラブ管理運営委員会を例会終了後、ひばりの間で行います。次年度

プログラム、クラブ会報、親睦、RFの方はお集まりください。 

 

◇ 幹事報告   神﨑 誠 幹事 

＜回覧＞ 

・宇佐見ガバナーより表彰状 分区としての奉仕活動優秀分区 第９分区、 

会員増強（2013/7/1-2014/12/31） 

・日本空港ビルディング㈱ 鈴木敏道 総支配人異動のお知らせ 

・週報 成田ＣＲＣ、成田空港南ＲＣ４月分、 

佐原ＲＣ例会変更（６月）、多古ＲＣ例会変更（６月） 

・成田市国際交流協会（小宮山会員） 第１回理事会議案（5/13） 

・会員名簿の確認 
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◇ 卓話 

私の履歴について 

杉浦 健 会員／明治安田生命保険（相） 

入会しまだ一か月あまりで、本日の例会で３回

目の私が、卓話ということで、果たして何をお

話ししてよいものやら、と頭を悩ませておりま

したら、まずは自分を知っていただこうと思っ

ております。また、特筆すべき特技もございま

せんが、少しお時間を頂ければと存じます。 

◎また、まずは、現在の心境ですが、歴史と伝統

ある成田ロータリークラブの会員となれたこ

とに感謝するとともに、大変光栄な思いでござ

います。あらためて、松田会長をはじめ神﨑幹事、遠藤顧問には感謝申し上げます。一

方、ロータリアンとしての心構え・所作等、地域奉仕の理念を自身の信念とするべく心

の陶冶も含め、身の引き締まる思いでございます。 

 

＜自己紹介＞ 

◎あらためまして、明治安田生命 成田支社長 杉浦健と申します。年齢は４６歳。出身

は愛知県半田市。名古屋市から知多半島を南に３０ＫＭほど下ったところに所在する町

で、人口は２０１５年現在１１万７千人。有名なのはミツカン酢（中埜酢店）の本店が

ございます。江戸時代中期から本格化した醸造業の成長とともに、港湾都市として発達

したと聞いております。また、2005年には隣接する常滑市に中部国際空港が開港し、成

田国際空港が所在する成田と少し似ているのかなと親近感を抱いておる次第でございま

す。 

 

◎趣味は、いろいろなことに挑戦することが好きで、現在は、娘二人と一緒にやることを

モットーにしております。たとえば、最近の冬は家内が幼少期過ごした長野県でスキー・

スケート、夏はシュノーケリング。そしてその帰りには、日帰り温泉につかるというオ

フを過ごしてまいりました。最近はゴルフにも再挑戦しはじめておりまして、先日のロ

ータリーのコンペでは、なんと自身ベスグロ（といっても１０６）を更新し、俄然やる

気が出てきた次第です。一方、お酒は何度か試しましたが、アレルギーなのか体が受け

付けませんで、どうにもダメなのですが、カラオケなんかも好きなので、今後ご懇親さ

せていただければ幸いに存じます。ただ、私の前任が、大変な芸達者であったとロータ

リーのみなさまからの評判が大変高いようでございます。プレッシャーはありますが、

私は私でまた違った芸風で頑張りたいと存じます。 

◎また、いろいろな人に会うのが好きで、入社時から同期の役所の人間と異業種交流会な
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る会合を続けており、さまざまな業種・業界の方との交流を通じて得た数多くの出会い

を大切にさせていただいております。先日も私の２０年来の悪友が全日空さまに勤務し

ており、ちょうど先々週ご入会された南日会員のお知り合いだと伺いまして、あらため

て、人との出会い、ご縁の大切さをあらためて実感しております。 

 

＜社歴＞ 

◎さて、現在入社２４年目でございますが、勤務地は、東京が２１年でございます。１０

年ほど前は、埼玉の大宮に三年間ほどおりましたが、今回の成田も首都圏ですので、入

社以来首都圏勤務ということで、保険会社の中では、少し珍しいようです。 

◎これまでの主な仕事は、ちょうど半分本社・半分を営業現場ですごしております。 

 ここで、このままいきますと、どうも子供の夏休みの日記のような卓話になってしまい

ますので、特に思い出に残る仕事について、少々お話しをさせていただきます。 

 

＜特に思い出に残る仕事について＞ 

◎直近 2008年～2014年までの丸７年にわたって営業企画部という部署での「新規チャネ

ル開発」の仕事でございます。具体的には、インターネットと営業職員を組み合わせた

保険販売チャネルの開発、保険ショップ型の販売チャネルの開発に取り組んでまいりま

した。 

◎その背景にございますのは、お客様の保険購買意識・行動の変化です。また、私どもの

会社はいわゆる女性の営業職員を通じて、保険を販売することを基幹業務としておる会

社でございますが、一方、昨今の国内で営業している保険会社は生命保険協会加盟ベー

スで４２社（２７年５月２５日）あり、その中には、保険代理店を主な販売代理店とす

る会社、最近目にすることの多い所謂保険ショップをメインチャネルとする会社、銀行

窓販に注力する会社、また、インターネットによる保険販売を専業する所謂ネット生保

の出現等、お客様の保険購買意識・行動の多様化にあわせ、販売チャネルの多様化が進

展、それにあわせ元請け生保の業態も多様化が進展しており、業界動向としてはいわゆ

るマルチチャネル化がここ２０年で進展しておるように思います。 

◎そのような環境変化のなか、２００８年に当社営業企画部内に、新規チャネル開発の組

織が３名で発足。私もその立ち上げメンバーでございました。赴任時にまず驚いたのが、

まず仕事がないということです。具体的ミッションは、中期経営計画に一行「来店型店

舗などあらたな販売チャネルの開発」とあるだけで、決められた仕事は一切ございませ

ん。何をどこからどのように手を付けてよいのかと当初は試行錯誤の日々でした。 

また、保険はニーズも潜在的で、お客様が自ら足を運ぶ原動力となるウォンツもない

商品特性をもち、そもそも店頭に飛び込みでいらっしゃったお客様には一定のご確認

をさせていただくなどを実施しておりました。また、私自身が保険加入のために店舗

にいらっしゃるお客様など見たこともなく、ミッション自体に確信がもてず、不安と

焦りにさいなまれていました。 
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◎そんなある日、当時の担当常務と丸の内の居酒屋で飲んでいた時のことです。「みんな

失敗すると思っているよな。でも、絶対に成功させよう。できるかできないかじゃない。

決めたら最後はやるかやらないかだ。まずは自分でこの事業を信じられるか」だと。 

◎では、自分で自分の仕事を心から信じるには何をすべきか？それには、まずは徹底的

に自分の目でみて確かめるしかないと決めました。そこから一部保険ショップで先行

している同業他社さま、銀行さまの別会社で保険ショップを展開している会社さま、

インターネット販売を得意とするプロ代理店さまに、まずはいろいろと教えていただ

こうと、社内のさまざまな部署を通じて面談の約束を取り付け、北は北海道から南は

四国、九州まで、特に地方銀行の方々に大変お世話になったことを記憶しております。 

また、調査ルートがない会社にはいきなり飛び込みの電話をおかけし半ば押しかける

ようにして現地まで向かったこともありました。 

◎そんな調査に明け暮れたある日、東北地方のある銀行の方がわざわざ丸一日かけて支

店をご案内頂いた時のことは今でも鮮明に覚えております。その銀行の支店は、いわ

ゆるショッピングモール内に土日も営業し、入口のドアもない所謂インストアブラン

チであり保険販売を主眼として開発された店舗でした。「これが銀行の支店なのか？」

と大変驚いたことを記憶しています。そして、最も驚いたのは、保険相談ブースには

ベビーカーをわきに置き、小さなお子様を抱えながら、行員の方と保険相談をされる

若いご夫婦などで、３つあった相談ブースを埋め尽くしていることでした。「世の中は

変化している」まさにこれまでの自分は井の中の蛙だと、固定観念にしばられていた

自分から、「これならいけるかもしれない」と仕事の可能性を確信した瞬間でした。 

◎その約一年後、２００９年５月１５日に業界初となる当社商品のみを扱う店舗と当社

および他社商品を取り扱うそれぞれタイプの異なる店舗として、ビジネスモデルとし

ては、店舗の前を通りがかかる方のみを対象とするのではなく、来店促進エンジンと

してインターネットとＴＥＬを活用し、店舗に来店誘導し、対面でコンサルティング

をするというモデルで、新宿駅前に２店舗を出店。その後、丸の内を皮切りに店舗を

拡大し、２０１４年に異動となるまでに、関東・中部・関西に１４店舗まで拡大。ま

た、インターネットを起点とした対面販売も好調で、現在も順調に拡大していると認

識しています。 

◎そして、調査中の飛び込み電話で快く会談に応じてくれたある会社の常務とは、その後

当社Ｇと資本・業務提携を締結させていただき、今でも公私ともに親しくお付き合いを

させていただいております。 

 

＜最後に＞ 

◎最後に、このような経験をふまえ、あらためまして、「この成田ロータリーの皆様との

出会い」を大切に、また、当時の上司から頂いた「熟慮断行」、そして当時のもう一人

の上司であった現当社社長から頂いた「動けば明日が見えてくる」を座右の銘とし、社

業もロータリアンとしても精一杯取り組む所存でございます。何卒ご指導ご鞭撻の程お
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願い申し上げます。 

◎また、昨日、日銀記者クラブにて当社の決算報告をさせていただいておりますが、２

０１４年度の当社の決算内容について報告冊子を用意させていただきましたので、お

目通し頂けると幸いです 

◎本日は大変な貴重なお時間を頂き、またご清聴頂き誠にありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

佐久間 高直 会員 4月 23 日 ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ野球大会 

渡辺 孝、小川 賢 各会員 5月 13 日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 

甲田 直弘 会員（前回記載漏れ） 5月 15 日 クラブ広報委員会 

設楽 正行、松田 泰長、佐瀬 和年、石川 憲弘、成田 温 

諸岡 靖彦、平山 秀樹、佐藤 英雄、堀口 路加 各会員 
5月 19 日 地区ＲＬＩパートⅢ 

石橋 菊太郎、設楽 正行、佐瀬 和年、小宮山 四郎、諸岡 靖彦 

松田 泰長、佐藤 英雄、石川 憲弘、遠藤 英一 各位 
5月 22 日 クラブ研修委員会 

仲村 盛政、小川 賢、池内 富男、日暮 俊久 各会員 5月 26 日 囲碁同好会 

仲村 盛政、小川 賢、設楽 正行、近藤 博貴、小宮山 四郎 

成田 温、神﨑 誠、佐久間 高直、小泉 英夫、長原 正夫 

小寺 真澄、吉田 稔、齊藤 三智夫、杉浦 健 各会員 

5月 27 日 ゴルフ同好会 

吉田 稔、佐久間 高直、神﨑 誠、成田 温、石川 憲弘、橘 昌孝 

角田 憲司、角田 幸弘、小泉 英夫、矢島 紀昭、後藤 敦 

音花 昭二 各会員 

5月 29 日 次期クラブ管理運営委員会 

堀口 路加 会員 5月 29 日 全国米山記念奨学委員長会議 

佐瀬 和年、深堀 伸之、滝澤 尚二、飯田 正雄、佐久間 高直 

矢島 紀昭、大木 健弥、川島 利昭、菊地 貴、長原 正夫、吉田 稔 

各会員 

6月 2日 親睦委員会 

  

 

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ３７ ２７ ５７．８１％ ７３．４３％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


