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国際ロータリー2013～14 年度会長 ロン Ｄ．バートン 

  

第 2577回例会 平成 25年 9月 20日（金） 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      角田 憲司 会員 

◇ お客様紹介 

潮来ロータリークラブ  福原 隆 様 

◇ ニコニコボックス 

石橋 菊太郎 会員：無事に敬老会を終えることが出来ました。社会福祉協議会の会長と

いたしましてにこにこさせていただきます。 

 

諸岡 靖彦 会員：昨１９日、正午より成田山大本堂にて、恒例の『表千家献茶式』が行

われ、県内各地から茶道表千家の茶の湯の修練、普及に携わっている人々が参集しました。           

お 不 動 様 に お 茶を お 供 えし て、 茶 道 修 練 が 進む こ と を期 する 儀 式 で す 。           

お家元より千宗員若宗匠が献茶のご奉仕をされました。若宗匠は、近世前期の茶の湯の研

究で芸術学博士の学位を持つ、日本文化の研究者でもあり、お家元後継者として茶の湯の

普及に努めている４３歳の好青年です。成田山の献茶は、大本堂の出来た昭和４３年以来

毎年この日に行われ、今年４６回目を数えます。表千家同門会の千葉県支部長として、責

任を果たすことが出来ました。 

 

甲田 直弘 会員：８月より一ヶ月半程、例会を欠席してしまいました。子供の夏休みも

ありましてスケジュールが家族サービスの日と重なってしまう事が多々ありました。 

 

神﨑 誠 会員：10 月 17 日、成田商工会議所主催のチャリティーゴルフコンペがスカイ

ウエイＣＣにて開催され、当クラブからも多数の方々が参加されていましたが、運よく 3

位に入賞いたしました。 

 

平山 秀樹 会員：私も神﨑さんと同じチャリティーゴルフコンペに参加いたしました。

120 名以上の方が参加されておりました。女性の方も多数参加されている中、見事にブー

ビーメーカーという事で、大変豪華なグッチのお財布をいただきました。ちょうど娘が財

布を欲しがっていたものですから、娘にプレゼントすることできました。感謝申し上げま

す。 
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福原 隆 会員（潮来ロータリークラブ）：製麺の製造と卸をやってお

ります。もっと早くお邪魔したかったのですが、なかなか時間が取れず

今になってしまいました。今年度から、私の息子が成田ロータリークラ

ブに入会させていただいたということで、ご指導を賜りたく本日お伺い

いたしました。私は、うちのクラブで一番古く入会 30 年になります。

しかし年齢は下から 3 番目、平均年齢は 70 過ぎ。成田を見ていると羨ましく思います。

国際奉仕委員会に長く所属しておりますので、空港へはちょくちょくお邪魔致します。こ

れからは倅が皆様にご指導賜ることもありますので、時間が合えば顔を出したいと思いま

す。皆様も是非、潮来の方へいらっしゃることがあれば、富士屋ホテルで水曜日 12 時半か

ら例会を開いておりますので、是非メーキャップにおいでください。今日は貴重なお時間

を割いていただきありがとうございました。 

 

角田 幸弘 会員：先週の日曜日、フジテレビの取材があるはずだった

のですが、大雨、大風で延期するかという話になっておりましたが、急

遽土曜日になり、遠藤会長、小川会員、佐瀬会員にも来ていただきまし

た。“千葉のおくりもの”に取りあげて頂くことになり、私の持ってい

る機関車が出ることになりました。その中で、短い時間ですが遠藤会長、

小川会員、佐瀬会員にセリフが与えられ何回かＮＧを出しながらも無事

に収録が終わりました。放送日が決まりましたら、また皆さんにお知らせいたしたいと思

います。日曜日には松田会員もいらっしゃっていただきありがとうございました。 

 

◇ 会長挨拶   遠藤 英一 会長 

皆様こんにちは。先週の関口徳雄カバナー公式訪問例会も皆様のご

協力のおかげを持ちまして無事終了することができました。ありがと

うございました。これまで就任以来突っ走ってきましたが、７月第１

週の「祭りを見よう会」から始まり、「第４７回インターアクト年次

大会」、「中学校剣道大会」、そして先週の「関口ガバナー公式訪問

例会」と、今年度上半期の大きな行事はほぼ無事に終了し、あとは１

０月の「親睦旅行」を残すところとなりました。 

この週末３連休の後半、日本列島は台風１８号に襲われましたが、幸い成田近辺では大

きな被害もなかったようで、安心いたしております。これはテレビからの知識ですが、台

風にはいくつかの段階があって、南の海水面温度が３０度以上の海域で発生し、徐々に発

達して、日本にはほぼ最盛期から衰退期に近い状態で達して、その後偏西風に乗って急速

に衰退して温帯低気圧になるのが通例であったようです。今回は日本近海の海水面温度が

３０度近くと異常に高かったために発達期のまま日本に近づいたとのことで、実際に当初

９７５ヘクトパスカルであったものが豊橋への上陸時には９６５ヘクトパスカルに発達し、

それが秋雨前線を刺激して、京都府や福井県に大量の雨を降らせたようです。これからは

台風に対する防災準備も変えなければならなくなりそうです。 

さて、すでに皆様の手許にご案内が届いていると思いますがこの１０月２０日の日曜日

には「第２５回印旛沼クリーンハイキング」が行われます。これは印旛沼浄化推進の一環

として、ゴミ・空き缶等を拾いながら北印旛沼周辺を散策するものです。私は海釣りも川

釣りも好きなのですが、かつて、日本で一番汚いといわれていた手賀沼は、周辺の柏市、

我孫子市の住民の協力により、サイクリング・ロード等が整備されただけでなく、タナゴ
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釣りの名所にもなっています。皆様ご承知のように、タナゴは水底の二枚貝に卵を産み付

けますので、淡水の水質を測定するバロメーターであり、この点からも手賀沼の水質は劇

的に改善されていると考えられます。これに対して、印旛沼で釣れる魚は、ほとんどがブ

ルーギルやブラックバスいった外来種であり、釣り人もほとんど見かけません。是非、か

つてのようにきれいな印旛沼に戻したいものです。 

さて、本日の「一言、言わせろ」コーナーですが、どなたかいらっしゃいますか。 

それでは、石橋会員どうぞお願いします。 

 

≪一言、言わせろ≫  石橋 菊太郎 会員 

二言だけ言いたいことがあります。① 例会を欠席する場合の連絡先は？ ② 私、地

区の青少年奉仕委員長を務めておりますが、今月９月は「新世代（青少年）のための月間」

となっております。できればこの強化月間内に青少年奉仕に関する卓話等をプログラム委

員会に計画していただくようお願いしたい。 

 

－ 遠藤 英一 会長より一言 － 

①につきましては「クラブ活動計画書」の１０７ページにある様式を使用してください。

会員の皆様にも改めてお願いいたしますが、例会に欠席する場合は、食事が無駄にならな

いように、必ずこの様式にて連絡してください。②につきましては、「新世代（青少年）

のための月間」だけでなく、各強化月間に対応するようプログラム委員会とも検討いたし

てまいります。 

 

今後も、「活力のある楽しいクラブ」にするためにも、皆様の一言をいただければ幸いで

す｡最後になりましたが、潮来ロータリー・クラブの福原 隆様、ようこそ成田ロータリー・ 

クラブの例会にお越しくださいました。楽しいお時間をお過ごしください。 

 

◇ 委員会報告 

・ゴルフ担当   神﨑 誠 会員 

会員現在 9 名の参加。プレー費のみ自己負担。 

 

・米山記念奨学委員会  近藤 博貴 リーダー 

石川 憲弘 会員より 10 万円の寄付 

 

◇ 幹事報告   成田 温 幹事 

〇 桐生西 RC   井本上輔様 9 月 16 日 享年 90 歳でご逝去されました。 

    ポール・ハリス月桂樹移植でお世話になりました。 

    弔電、香典（一万円）お送りいたしました。 

       

〇 クールビズの終了は 10 月 18 日 

〇 回 覧 

１．会員名簿を回覧中ですが、携帯番号も記載されております。       

  削除される方は×印をつけてください。 

２．多古 RC, 富里 RC           週報                   
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◇ 卓 話 

 

自己紹介 及び 明治安田生命の取り組み 
松村 里美 会員 

（明治安田生命保険 成田支社長) 

今年 4月に成田ロータリークラブに入会させていただき

ました松村でございます。今日は簡単な自己紹介を含め、

弊社の取り組みをお話しさせていただきたいと思います。 

 1984 年 4 月に入社し 30 年になります。1983 年にファミ

コンができまして、その次の年の入社となりますが、今朝

の新聞で任天堂の山内 溥（相談役）さんが亡くなったと

いう記事もありました。大体の時代背景がお分かりになる

かと思います。 

弊社は 1881年（明治 14年）設立。2004年 1月に明治生命と安田生命が統合し、来年 1

月には、お陰様で 10 周年を迎えます。職員は 37,000 人。営業職員は約 29,000 人。支社

は北海道から沖縄まで 74支社、営業所は約 1000あります。 

 

私は 1984年 4月に明治生命に入社いたしました。事務職として本社配属となりました。

（当時は、男女雇用機会均等法施行前につき、事務系男子・女子、営業系という区分）営

業職員の人事・給与等に係る業務でありましたので、営業の現場に興味を持つようになり

ました。その後一つの転機となりましたのが、本社内異動で秘書部に所属していた 9 年目

です。上司の勧めで、その年にできた一般職→総合職変更制度にチャレンジし、一年間の

査定の後、1992年に総合職へ転換いたしました。その後は大好きな現場へ転属となりまし

た。所長職は、市原・横浜の緑区・町田の 3か所です。そして今年の 4 月に成田支社長と

なりました。 

大きな出来事の 1 つとしては、関西の転勤もあり、会社の統合前後の 2003～2005 年は、

滋賀支社にて支店長を補佐する仕事をしておりましたが、その時に世間をお騒がせした保

険金不払いによる業界初の行政処分を受けたことです。（総合職転換も大きな出来事でし

たが）その時は、保険販売は停止しお客様のアフターサービス（給付金お支払・解約・名

義変更等のお手続き）のみでした。辛い事ではありましたが、「会社の中枢が悪いのであ

って、いつもコツコツ足を運んでくれるあなたには感謝している。」「頑張って」という

沢山のお客様の温かい言葉に救われた営業職員が沢山いました。大変ありがたい事です。 

その翌年、検査部へ異動いたしました。支社・営業所の監査で全国を回りました。新聞・

雑誌などにも掲載されており、営業が容易ではない状況でした。そして、そのような中、

二度目の業務停止。 

会社は、「お客様を大切にする会社」になろうということで、業務改善計画を立案し役

員も 11 人が退任し、会長・社長交代、委員会設置会社とし、社外からの目・風を入れガ

バナンスの整備をいたしました。また、お客様の声を大切にしようということで「お客様

の声統括部」が新設され、お申し出を広く収集し、社長はもちろん経営幹部に報告。その

内容を分析し、サービス・商品の経営改善に活かす取り組みをし、そして、生命保険会社

の社会的使命は何かを一人ひとりが考え、経営理念・企業ビジョンを役職員全員で共有し、

改善に向け歩むこととなりました。また、大きな試みとして「お客さま満足度調査」を開

始したのもこの時期です。今年で 8 回目となる調査は来月 10 月に実施されますが、当社
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はやや満足以上が 25 パーセントという大変低位な結果でした。昨年は、46.9％、50％が

やっと見えてきた状況です。 

また、肝心のお支払漏れのあった保険金・給付金の確実なお支払いに向けては、支払管

理体制を構築、チェック機能を強化しました。お支払いについては、2006 年以降、現地営

業所でも最優先に対応ということで、2009 年までかかりましたが、丁度、時期としては、

町田の所長時代であり、大変を費やすこととなりました。 

お客様の声を改善に活かすということで設置したお客様の声統括部という話をしまし

たが、くしくも、成田支社の直前 3 年間は、この「お客様の声統括部」の部長でお客様の

声を改善に活かす取り組みをしていました。 

大変勉強になりましたのは、社外の有識者の方々との会議・懇談会です。ひとつには、

「消費者専門アドバイス制度」を活用した懇談会です。消費生活センターで相談業務に携

わる有資格者や、他業態のお客様対応部門、消費者関連団体の役職者など 24 名で構成す

るものなのですが、この消費者専門委員から、弊社のお客様サービス向上の取り組みにつ

いて、消費者視点での具体的な意見・アドバイス。商品パンフレット・提案書・チラシ、

分厚い約款の平明化。請求書の簡素化。ホームページの改訂。コールセンターの対応チェ

ック等忌憚のない意見をいただきました。東京・大阪でそれぞれ年 3 回行われ、合計 18

回出席しました。(取り組みはホームページに掲載)社長直轄の諮問機関である「お客様の

声推進諮問会議」も主管しており年４回開催し、各セクションの課題解決に向けた改善取

り組みの検討・実施・進捗について報告し検証し、様々な角度からアドバイスをいただい

ていました。一年目が終わろうとしていたとき、２０１１年３月１１日に東日本大震災が

発生いたしました。 

二つ目の大きな事です。３月１１日に災害対策本部を設置し、すべてのお客様の安否確

認とご請求確認を行う「お見舞い訪問活動」を実施いたしました。 

被災した営業拠点を復旧し、お客様対応ができるようにと支援隊に続き、現地のお客様

サービスの責任者の部長・スタッフ支援のために、三か月後の 6月に岩手県の盛岡支社に

出張いたしました。被害甚大な大船渡→釜石→宮古営業所へ、レンタカーで陸前高田を通

って訪問いたしました。自ら被災し、家族も失い仮設住宅からお客様訪問に東奔西走して

いる営業職員に頭が下がる思いでした。本社でも、各自が出来ることを確りと果たさなけ

れば・・と胸に強く刻みました。被災地支援は、現在も継続しています。それを含めて弊

社の社会貢献活動を紹介したいと思います。 

 

東日本大震災復興への取り組み 

 

東日本大震災発生当日には、社長を本部長とする「災害対策総本部」を設置し、２日後

の３月１３日には「災害死亡保険金等の全額お支払い」などの特別取扱いを決定・公表す

るとともに、本社先遣隊が現地に入り、被災した当社拠点の復興活動などを行う事で１日

も早くお客様対応が再開できるように努めました。 

すべてのお客様の安否確認と保険金などのご請求確認を行う「お見舞い訪問活動」等を

実施し、被災地域の個人保険契約６１万１，０６５件について９９．９%以上の確認が終

わり、企業保険は対象の４，４１２団体の確認をすべて完了しました。この確認結果に加

え、生命保険協会（災害地域生保契約照会センター）や警察からの情報提供も活用し、２

０１２年 9月末までに約１６３億円の保険金などをお支払しました。 
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「子どもの明日 応援プロジェクト」を推進する背景 

お客さまが私たちと保険契約を結ぶ背景には「ご家族への思い」があり、こうしたお客さまの「家族愛」を理解し

て大切な子どもたちを守る手助けをすることこそ、生命保険会社にふさわしい社会貢献活動だと考えています。

その思いから、私たちは「子どもの明日 応援プロジェクト」を通じ、次世代を担う子どもたちの健やかな成長と

その環境づくりに貢献していきたいと考えています。 

「子どもの明日 応援プロジェクト」の全体像 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもの明日 応援プロジェクトの一環といたしまして 

・鳥塚しげきさんとともに、障がいのある子どもたちに「生の音楽」を。 

・成田支社の海岸の清掃 

・地域の安全マップ 

・あしながチャリティー＆ウォーク 

（特徴 各所属単位でも自発的に実施している） 

 

7 月 2 日に社長交代いたしました。これまで進めていた「お客さまを大切にする会社」

への取り組みを継承し、サービスをお届けできる会社の実現に向け、過去の過ちを反省す

る気持ちを風化させずにお客様アフターサービスに努めていきたいと思っております。 

御清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   遠藤 英一 会長 

 
出 席 表 

 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６１ ６０ ４５ １５ ７５％ ５８．３３％ 

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 

 


