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Rotary Serving Humanity 

人類に奉仕するロータリー 

2016-17年度RI会長テーマ 

ソ ン グ それでこそロータリー 

会 長 談 話  

今年の例会は本日と、次の年末 

家族会ということになりました。 

ようやく半年経過になりました。 

そこで改めてRI会長の今年の 

目標、要請事項を見てみました。 

クラブ計画書に詳しく掲載してありますが「人類に奉

仕するロータリー」というテーマと「2016－2017 年

度RI会長賞」というページに目標が示されています。 

そして第2600地区として原ガバナーからもRIテーマ

にそった具体的な重点事業、継続事業の目標が出され

ています。 

 その中で、3 年ほど前から言われてきていることで

すが、情報化 IT 化の時代の中で、クラブそして会員

の IT 化は避けて通れなくなってきています。オンラ

インツールの活用ということで、前の幹事報告でお願

いしました、ロータリークラブの情報サイト「My 

ROTARY」への会員登録について、事務局安藤さんか

ら会員の皆様に先週メールが送られています。安藤さ

んが初期登録してありますので、国際ロータリーから

の確認メールが届きましたらリンク先をクリックして

登録手続きを完了させていただきたいと思います。登

録の際に決めて入力していただくパスワードを必ず控

えておいていただくようお願いします。 

 インターネットの RI のホームページでいろいろな

情報が閲覧できますが、登録が完了すると、ロータリ

ーメンバーとして更に多くの情報を見ることが出来る

ようになります。My ROTARYのなかの会員プロフィ

ールに皆さんそれぞれの情報をできるだけ入力いただ

いて仕上げてほしいと思います。 

 クラブ・セントラルというサイトには伊那RCの現

況、目標などを入力してありますので登録した会員は

閲覧可能となります。会員個人それぞれの財団への寄

付の累計も確認できます。 

 このオンラインツールの活用が当クラブではまだ一

歩と思われます。 

そのほか RI から要請されている目標は、会員の増

強と維持、財団への寄付、人道的奉仕活動、新世代へ

の奉仕、公共イメージなどでありますが、半年経過時

点で会員増強が順調ですので、財団への寄付など何と

かクリヤーしてうまくいけば、RI会長賞の受賞に手が

届くかもしれません。 

 昨年 2600 地区内では伊那中央RC のみ受賞であり

ました。来年長野の地区大会の際、伊那RC も RI 会

長賞を受賞できるようよろしくお願いいたします。 

幹 事 報 告  

1．伊那ライオンズクラブより、新年例会のご案内。 

日時：2017年1月10日（火）18：30～ 

場所：だるま 

2．伊那青年会議所より、新春会員大会のご案内。 

日時：2017年1月7日（土）17：30～ 

場所：伊那プリンスホテル 

会費：6,000円 

3．東日観光より、冊子「ロータリーと歩んだ東日観 

光の軌跡」を頂きました。 

4．伊那RAC例会のお知らせ 

12 月 22 日（木）19：30～ クラブ事務所 内容

「2016年 振り返り」 

（出席当番）下枝正一、鈴木多門、矢島 勇 

☆お知らせ 

・第57年度3期分会費65,000円（会費55,000円、

誕生祝5,000円、結婚記念日祝5,000円）及びロー

タリー財団寄付金（一括の方は 10,000 円、分割の

方は2,500円）を1月10日頃銀行口座より引き落
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とさせて頂きますので宜しくお願い致します。 

・My Rotary への会員登録をしていただくため、

事務局で初期登録をしました。ロータリーから

メールが送信されますので、そのメールにある

リンクをクリックして登録手続きを完了して

ください。その際パスワードを忘れないように

控えてください。登録された方は事務局へご連

絡をお願いします。 

・22 日（木）は 25 日（日）年末家族会に振替の

ため休会です。 

委員会報告  地区補助金管理セミナー報告 

立石 誠会長エレクト 

今年は財団 100 周年で一人平 

均 180 ドルの寄付を達成させた 

い。ロータリーオリコカード入 

会のお願い。地区補助金の管理 

および申請方法についての説明がありました。 

出 席 報 告 会員数 56名 内出席免除 18名 

長欠 1名 出席者 32名 事前メーキャップ 3名 

出席率 65.31％ 前々回 72.92％変更なし。 

ニコニコボックス 

小松大介 忙しくてなかなか参加できませんが、

本日は卓話を致します。拙い話で大変恐縮です。 

山崎秀亮 本日卓話させて頂きます。 

唐木一平 何回か休ませて頂きました。 

先月の 23 日に四女が長男を無事出産いたしま

した。伊那中央病院の病室より両アルプスの雄

姿を眺めながらでしたので岳と名付けました。

清くたくましく育てと祈ります。 

小林旬子 娘夫婦が我が家から 50ｍの所へ家を

建てて越して来ました。これからは孫の世話も

少しは楽になるかと思います。 

宮澤弘明 中部電力のカレンダーを受付に用意

しましたのでお持ちください。障害のある人が

足で筆を持って書いた字が入っております。 

荒木康雄 先週の日曜日に「ニシザワ文芸コンク

ール読書感想文」の表彰式を行いました。今年

で第 13回目になります。1382点素晴らしい作

品ばかりで読んでいて感激しました。 

松下正博 10月に末っ子が結婚致しました。 

塚越 寛 今年も半年当社会場をお使い頂きあ

りがとうございました。 

第 58期役員 藤澤洋二 

在籍祝 塚越 寛・原 敬明 

会 員 卓 話 

小松大介会員 演題－「私の来し方」－ 

1973 年に松本市で生まれま 

した。父は信毎の販売部でした 

ので、幼少期は県下各地に転勤 

をしましたが、1 歳から 4 歳ま 

で伊那市春日町、神山先生のク 

リニック辺りのアパートに住んでいました。その

頃は田んぼから電車を眺めるのが大変好きで、将

来は鉄道関係の仕事に進もうと思っておりまし

た。ある時、アパートの駐車場で転んで、ガラス

片で左膝の内側を 3 センチ程切ったのですが、仁

愛病院（昔の内海病院）の若き内海先生に縫合し

ていただいた傷が今も残っており、何か因縁めい

たものを感じております。小さかった私は春日公

園の赤い橋を怖くて渡れず、いまだに父よりから

かわれます。保育園に入園したのですが、聖母保

育園はクリスチャンでして、礼拝堂には両手首に

釘を打たれたキリスト様が磔にされており、手首

から流れる血を見ては泣き、登園拒否児になりま

した。年中さんからは父の仕事の関係で長野に転

勤となり、今度はお寺さんが経営している保育園

だったのですが、そこでは地獄絵図（血の池、針

地獄）を目にしてますます血が嫌いになりました。

外科医になった今でも血を見るのは嫌いです。 

小・中・高は父の生まれ故郷である辰野町小野

の家で育ち、高校は神山先生の後輩ですが松本方

面に進学し、一年間余計に勉強した後に国立秋田

大学に入学しました。学生時代はラグビーとオー

トバイに明け暮れておりました。 

卒業後の就職先は出身大学の秋田も考えまし

たが、10 月から 4 月まで陰鬱な天気が我慢でき

ずに、信州大学の外科学講座に入局しました。県

下各地の病院で一般外科を中心に研鑽を積みま

したが、消化器外科、乳腺内分泌、呼吸器外科、

循環器外科のなかで、癌の病巣切除だけでなく、

各種臓器を用いて機能再建も行う消化器外科を

専攻することとしました。 

大学で博士号を取得し、2011 年から仁愛病院

で勤務しておりました。しかし、前任の黒田院長

が病に倒れ、2014 年 11 月から理事長/院長職を

承継しました。医療でのジャッジメントに留まら

ず、病院の維持発展に大きく影響する経営につい

ても決断をしなければなりません。 

今後はロータリークラブの先輩諸氏のご助言 



を仰ぎながら、上伊那の医療に微力ながら貢献し

てまいりたいと思います。今後ともご教導賜りま

すようよろしくお願いいたします。 

 

山崎秀亮会員 演題－「私の履歴書」－ 

昭和 50 年 11 月に小坂先生 

にお産をしていただき地元伊 

那の地で育ちました。まだま 

だたった 40 年ちょっとの人 

生ですが、その 40 年の職歴に 

ついてお話させていただきます。 

平成 6 年にカー用品の量販店オートバックス

に入社いたしました。私の入社したお店はフラン

チャイズ店で飯田市のコクサイグループ運営し

ておりました。当時は既にバブルは崩壊しており

ましたが、車で音楽を聴く際はカセットテープが

主流で、カセットから CD へ CD から MD へ移

行しているおり、CD チェンジャーなんて言うト

ランクに CD を何枚も入れておく物もありまし

た。現在のような若者の車離れもなく、車を買っ

たらオートバックスのような感じでそれはそれ

は良く売れておりました。当時の副社長は八十二

銀行出身の方で数字について熱心にご指導いた

だき、何千万もの仕入れの権限までいただいてお

りました。現在ではあまり聞かなくなりました成

果主義の真っ只中でもあり、130 作戦という名の

毎年前年比 130％の目標掲げて販売しておりま

した。現在でも実践している 3 ヶ月先行管理もそ

の頃に教えていただきました。平成 15 年の 4 月

までの在籍中の実績ではリモコンエンジンスタ

ーターを日本一販売したり、毎月の売上目標 48

ヶ月連続達成をしてまいりました。 

そのオートバックス時代の自分のピークの時、

自分に自信のある時に現在の会社、私の親の会社、

有限会社アイ・プラスに転職いたしました。 

保険の仕事は、目に見えない商品を売ることで

最初はとまどいもありました。この仕事を始めて

すぐに実践しましたことが、仕事に楽しさをみつ

けようでした。私の大切にしている言葉で、「本

気ですれば大抵のことはできる、本気ですれば何

でもおもしろい、本気でしていると誰かが助けて

くれる」。この言葉を信じ実践しているとその通

りになりまして無事に 2 年間の研修生を経て一

人前となり、私の職業の第二章が始まりました。  

個人分野の保険は出来て当たり前、一流は企業

分野と全国でトップの先輩に教えていただき企

業分野に特化し現在に至っております。 

世の中の動きは早く、保険も日々進化しており

ます。世間を騒がせた出来事とも密接で金銭面で

は保険で対応できるものが多くその一部を紹介

したいと思います。 

平成 8 年に堺市で O-157 による集団食中毒が

発生し患者が 7,996 人、3 人が死亡してしまった

事件がありました。この事件には生産物賠償責任

保険、細菌性食中毒対応の傷害保険で対応ができ

ます。 

平成 9 年、この年に消費税が 3％→5％に上が

りました。この年日産生命保険が破綻し生命保険

会社では始めての破綻となり、加入する際にソル

ベンシーマージン比率や積立準備金組入れ比率

なども確認することが必要になりました。 

平成 10 年、この年は和歌山カレー事件が起き

てしまい、林被告が旦那さんに多額の保険を本人

の承諾なしに加入していてこの事件がきっかけ

で、本人の署名無しに保険が加入できなくなりま

した。 

平成 12 年には雪印の集団食中毒が発生しまし

た。14,000 人もの被害者を発生させる前代未聞

の集団食中毒で約 30 万個の製品が回収されると

いうことがありました。この事件には PL 保険そ

してリコール保険で対応ができます。 

平成 16 年、ヤクルトの巨額損失事件では役員

による金融デリバティブ取引の損失で役員個人

に 67 億円の賠償を命じた事件がありました。こ

の事件には D&O 保険で対応ができます。 

平成 25 年、アクリフーズの農薬混入事件が発

生してしまいました。この事件は従業員の故意で

農薬マラチオンを混入させた事件でした。従来の

保険では故意は保険の対象外でしたがこの事件

をきっかけに従業員の故意でも対応できる食品

リコール保険ができました。 

最後は平成 26 年のベネッセの個人情報流出事

件、ご存知の通り大量の個人情報が流出した事件

です。この事件には個人情報漏洩保険で対応がで

きます。 

このように世間を騒がせた出来事と保険は密

接であり、なくてはならない物なのです。私の座

右の銘は「小さなことからコツコツと」今後とも

コツコツと頑張ってまいりますので末永く宜し

くお願いいたします。 


