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牛山

裕子会長

１.2017-18年度国際ロータリーのテーマが決定しました。
「ROTARY：MAKING A DIFFERENCE」
「ロータリー：変化をもたらす」
２．地区から2017-18年度地区委員長委嘱状が届きまし
た。
グローバル補助金委員長 竹中裕彦会員
地区研修協議会
国際奉仕部門サブリーダー 竹中裕彦会員
米山奨学金 サブリーダー 牛山裕子会長

●斉

唱

「奉仕の理想」
伊藤

佳子ソングリーダー

３．米山奨学生世話クラブ依頼
奨学生：キム キョンウさん
(2017年4月1日～2018年3月31日）1年間
韓国出身 男性 横浜国立大学 国際社会学部
国際経済法 博士課程３年
この前にいらしたのが神戸大学です。
川崎大師ロータリークラブ
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４．奨学生
しらたまかおる（白玉香）さんが博士に
なれます。５年掛けて横浜国立大学の博士課程を３月に
卒業します。
今日、内モンゴルに帰ったはずです。また戻ってきまし
たら皆さんでおめでとうをいってあげてください。
５．地区戦略計画拡大増強セミナーがありました。ガバ
ナーが2590地区だけが成績が芳しくないので、皆さん頑
張って下さい。独自にクラブとして半年増強に励みたい
と思います。
６.１月理事会の報告
特に職業奉仕委員長の金澤さんがお加減が悪く３月
まで休会をしたいということです。
仲川会員から退会届がでております。理事会では条件付
きで承認しています。条件はもう一度本人の意思確認を
させてくださいということです。それができれば１月末
の退会ということになります。

出席報告
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利治出席委員長
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前々回の修正 メークアップ 6 名 修正出席率
幹事報告

水口

衛幹事

メイクアップ
安藤会員、林会員、白石会員、水口会員、出井会員
永松会員

スマイルレポート（ニコニコボックス）
須山

１.他クラブからの週報がきております。ご覧ください。
２.国際ロータリー2590地区 横浜東ローターアクトク
ラブの創立４５周年記念式典の案内がきています。出席
される方は署名お願いします。
３.多摩川河川敷地域環境保全運動
（２月１８日土曜日）出欠 回覧
４.台北西門RC 創立40周年の記念式典出欠 回覧。
５.他クラブの例会 変更の案内がきています。

81.13 ％

文夫副会長

入会予定 須藤 宏様
お久しぶりです。再入会させていただきたいと考えてお
ります。お世話になります。
安藤賢一会員
私のポン友 金沢さんが本日ステントの手術します。皆
さん、体に気をつけましょう。
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竹田正和会員
野澤PPには昨日の地区戦略委員会に代理出席していただ
き、ありがとうございました。
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３分間スピーチ

竹中裕彦会員

岩井茂次会員
母の誕生祝にキレイな花をいただきありがとうございま
した。
牛山裕子会長
本日のクラブ協議会では中間決算、収支見込報告を致し
ます。今期を通して適確・適正な決算ができますよう
下半期の会費お振り込み 予算の消化には会員皆様にご
協力頂かなければなりません。宜しくお願い致します。

本日のニコニコのテーマ
「本年度中間決算のクラブ協議会です。皆様どうぞ宜し
くお願い致します。」
水口 衛会員、野澤隆幸会員、鈴木昇二会員
渡辺冨士夫会員、矢野清久会員、坂東保則会員
沼田直輝会員、須山文夫会員、中村眞治会員
宮沢和徳会員、永松慎太郎会員、大﨑克之会員
竹中裕彦会員、伊藤佳子会員
合計 ３３，０００円

委員会報告
職業情報委員会より３分間スピーチ
鈴木

幹久委員長

竹中裕彦会員プロフィール
１．RC入会 1998年3月11日 18年11ヶ月
２.職業分類 生命保険 ソニー生命保険株式会社
３.学歴 関西学院大学 経済学部
４.RC歴 2014-15年 第42代会長
５.地区活動 2008-09 ライラ委員会 委員長
2016-17 ロータリー財団
グローバル補助金委員会 委員長
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約20年ほど前に長島さんと浅野さんから紹介されこちら
にゲストでお邪魔させていただいた後、すぐそのソファ
ーでじゃあもういいよねと言われ入会申込書を書いてし
まってから２０年近くになるんだなと改めて感じており
ます。
ロータリーと職業という所ですと私は非常に感謝してい
ることが１点あります。
自分が会長をやったときをはじめロータリーの役員関係
の仕事で時間をとられるという状況が必ずあります。
そんな中で自分で仕事をしながらロータリーを優先させ
ながら仕事を回していくという時間の使い方を学ばせて
いただきました。この部分ロータリー活動をしていて感
謝をしている一つでもあります。
仕事上で失敗をしたことですが95年に前職 鉄鋼の2次
加工メーカーからソニー生命に転職をして22年になりま
すが生命保険会社で失敗は数えたらきりがない位ござい
ます。
生命保険業界は最初固定給があります。ある一定の期間
で固定給が軽減していきその間自分のやった成績が上乗
せとなってきます。
ある時点でフルコミッションに切り替わります。という
給与でなく報酬という形で仕事をしております。
どうしても転職した最初の時は契約取りたい、契約取り
たいということが頭の中に渦巻いていますので、お客様
が本当に考えている、時間が無いなどいろいろな断り文
句があると思いますがそういう時に本当にお客様の状況
がどうなのかというのが全然見ることが出来なく勝手に
自分の思い込みだけでクルージングし、結局契約をお預
かり出来なかったというのは多々あります。
生命保険ですから保険金額、補償が大きくなりましたら
会社の専属の医師が健康状態をみさせていただくお客様
の状況によってはその途中の話の間で、最近調子が悪い
とかめまいがするというようなサインが出ていたはずな
のですがサインを見落としていて、お申し込みをいただ
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いていたのですが健康状態上どうしても入っていただけ
なかったような経験も、過去何度もしたおります。
やはりお客様が発しているサインをお客様の立場に立っ
て見落とさずにやっていくのが大事なのかなというのを
転職して６年目くらいからようやくわかるようになりま
した。
という失敗談を多々やっております。
ただサインは見逃してはいけないのですが契約のお客様
からの解約しようとか、そういった声はサインと共に少
し見落として聞かないようにしていきたいと思っており
ます。
これからも、職業奉仕、契約をお預かりするだけではな
くて、その契約が皆様に少しでも役に立っていただける
ような形での職業奉仕を考えながら、少しロータリーに
疲れてきたなと思いながら次年度地区の方も仰せつかっ
ておりますので頑張っていきたいなと思っております。
皆様のご指導をこれからもよろしくお願いします。

国際奉仕委員会

猪狩佳亮会員

台北西門RC 創立40周年の記念式典3月10日～12日に行
われます。
ご参加頂く方は回覧や直接お申し出頂いており概ね把握
はしておりますが参加されたい方は
飛行機が埋まってきているのでお早めにお申し込みをお
願いします。
そして出席するとおっしゃっている方は先日案内をさせ
ていただいておりますが
2月8日例会後1時45分からこの裏にある会議室で打ち合
わせ準備会を行います
御参加の程、宜しくお願いします。
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クラブ協議会

牛山

裕子会長

中間決算書に基づいて
幹事からご報告をさせて頂きます。
中間決算書
収支についての説明

水口

衛幹事

補足 牛山 裕子会長
見積もりの予測を立てた時に1ドルを125円で計算しまし
た。均等分担金もその他ドルベースでお支払いするもの
はなんとか収まっております。
事務局家賃ですが、今期５月に契約更新がありますので
その更新料の分も含んでおります。
例年よりも少々予算が膨らんでおります。
先ほどニコニコボックスについて幹事からご報告申し上
げました。従来ニコニコボックスというのは皆様のご意
思でニコニコですから良いことがあったら、たとえば例
会に出て楽しい、ご家族がご結婚なさった、お子さんが
生まれた、などということで本来はいれていただくもの
ですが、奉仕活動の予算の一部に暗黙の了解のようにな
っておりますのでお一人が一回の例会で1,000円程度を
基準にしてご協力いただけると大変にありがたく存じま
す。くれぐれもよろしくお願い致します。
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日時：平成２９年２月８日㈬は

通常例会です。
クラブ
会 報
委員会
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