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山形西ロータリークラブ会報
会長：鈴 木

地 区目標

浩司

幹事：海 和

浩運

元気なクラブづくりのために「ロータリーの木」
の苗木を植え
ましょう、クラブに、地域社会に、世界に、次世代のために

クラブテーマ 「ロータリーを発信しよう」一人ひとりの感性で

◆点鐘：鈴木
◆司会：戸田
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浩司 会長

◆ロータリーソング：奉仕の理想

佳瑞 副 S.A.A. ◆会場：山形グランドホテル

2868 回例会

浩司 会長

早いものであっという間に今年も残
すところ１週間あまりとなりました。
先週行われました、クリスマス家族
例会、安 部親睦 家 族 委員長をはじ
め、委員会の皆さまのご努力で、大
変楽しい会になったのかなと思ってお
ります。子どもさん方も喜んでいたよ
うでございます。
また、海和幹事をはじめ、理事の方々、そして会員の方々
にご協力いただきながら、なんとか半年間が過ぎたなという
ところであります。くれぐれも油断せずに、残りの半年を頑
張って邁進してまいりたいと思いますので、変わらぬご協力を
よろしくお願いしたいと思います。
今年５月に改元がありました。なかなか体験することのな
い形での改元ということで、私も、昭和、平成、令和と、皆
さんほとんどが３つの時代を生きてこられたのかなと思ってお
ります。今日は本来であれば、昨年までは祝日であったわけ
ですが、上皇陛下のお誕生日ということで。それも１つの時
代の変わり目かなということを感じております。
さて、年が明けますと、2020年、オリンピックイヤーがス
タートするわけです。そんな中で、来年はアメリカの大統領
選挙があり、また１月には、イギリスが本当にＥＵから離脱
をするのかどうかとか、いろんな世界情勢がこれから待って
います。我々はそれぞれ皆さん、業を為しているわけですけ
れども、昔以上にいろんなことが、いろんな形で影響をして
くるなというのが実感であります。昔は日本のごく身近な出
来事を捉えていれば良かったわけですけれども、はるか遠く
の、アメリカ大統領選挙やそのほかのいろんな世界情勢が
我々の仕事の環境にも影響を与えるという時代になったとい
うふうに思います。ただ、大統領選挙は我々いくら努力して
も、候補を選ぶのはアメリカ国民でありますし、また、イギ
リスがＥＵを離脱するのも、我々の力の及ばぬところでありま
す。こういった時代だからこそ、足元を見つめながら、皆さん
もそれぞれ、ご自分のご職業に邁進していただければと思い
ますし、また、来年が会員の皆さまにとって、良い年である
ことをご祈念申し上げて、会長の挨拶とさせていただきます。

令和元年

幹事報告

12月23日（月）
海和

浩運 幹事

●小林廣之会員に出席優秀ロータリアンの記念品が届いて
おります。
●鈴木隆一会員、結城和生会員にポール・ハリス・フェ
ローが届いております。
●米山功労クラブの感謝状が当クラブのほうに届いており
ますので、ご案内だけ申し上げます。
●会員の後藤光政さんの退会に伴いまして、現在出席委員
会の副委員長をお願いしております、武田秀和さんに委員
長をお願いいたしましてご了承いただきましたので、ご報
告させていただきます。
●来年のことになりますが、第５ブロックＩＭのご案内が
届いております。開催日時は２月の15日土曜日、会場は
メトロポリタン山形となっております。申し込み締切が
年明け１月24日となっておりますので、年内に会員の皆
さまにはご案内申し上げます。ホストクラブの中央ロータ
リークラブの伊藤会長からも、当クラブにおきましては、
会員数の40％以上の出席要請が来ておりますので、多く
の会員の皆さまにご参加いただけるように、よろしくお願
いいたします。
●高知南ロータリークラブから、文旦が届いております。
後ほど皆さまのテーブルにご準備いたしますので、ぜひご
賞味いただければと思います。
●本日例会終了後に、大変急ではございますが、理事会を
開催させていただきますので、関係者の方はお残りいただ
きますようによろしくお願いします。

委員会報告
親族・家族委員会
先週の親睦クリスマス家族会には、たくさんの会員の皆さ
ま、そしてご家族の皆さまにご出席いただきまして、誠にあり
がとうございました。年内に決算を終わらせようと企んでおり
ますので、抽選会の商品の請求、まだの方は、至急私に、
お届けいただけますようによろしくお願いします。
なお１月20日、千歳館にて、新年会を開催いたします。今
週ご案内させていただきますけれども、たくさんの会員の皆
さまにご出席いただきますようよろしくお願いいたします。

■例 会：毎週月曜日 12：30 ～ 13：30 ■会 場：山形グランドホテル TEL：641-2611
■事務局：山形市十日町 1-1-26 歌懸稲荷神社 社務所ビル 2F TEL：632-7777 FAX：624-5200

会員卓話

こちらに参りまして、２人で月山の山頂まで登った写真で
ございます。非常に思い出深くしております。羽黒山の五
重塔、夏のライトアップが非常に荘厳な感じがいたしまし

「保険で健康になる」
住友生命保険相互会社
山形支社 支社長

藤田

良仁 氏

た。一番感動したのは、出羽三山神社で、奈良にも非常
にたくさん神社はあるんですけども、今まで見た神社の中
で、一番櫓が大きく感じた次第でございます。
当社は住友グループの「泉屋」という、江戸時代の屋
号からきておりまして、泉から井戸を表しております。平
成23年からブランド戦略をあらためて立ち上げまして、

住友生命の藤田でございます。日頃は、弊社、社員が

「あなたの未来を強くする」というブランドメッセージを

大変お世話になりまして、御礼申し上げます。年末の最後

掲げて、今、仕事をさせていただいております。住友生命

の卓話ということで、当社がおこなっております健康経営

は少し、赤ですとかオレンジ色をコーポレートメッセージ

とか、健康な話についてお話できればいいかな、と思っ

の中のカラーとしているところでございます。

ています。

山形支社は、昭和22年９月に設立され、今、72年を迎

今日は４つのテーマで、自己紹介、その後、東日本の

え皆様にご愛顧いただいております。職員は営業職員、

重粒子センターの話、
「保険で健康になる」話を、そして

事務職員を合わせますと400名を超える大所帯でおりま

最後に、お話をさせていただきいと思っております。

す。山形県内では約12万件のお客様がご契約者数でござ

まずは、自己紹介も含めて藤田良仁と申します。大阪

いますので、引き続きよろしくお願いいたします。

で生まれで２歳のころに奈良に移り、実家がずっと奈良に

そして今、ブランドパートナーをしております、浅田真央

あります。現在、単身赴任で、家族は大阪におります。

さんです。実は浅田真央さんだけじゃなくって、浅田姉妹

未年の天秤座52歳、よろしくお願いいたします。

とセット契約をしております。

実は転勤の多い会社でございまして、鳥取を皮切りに、

当社のＣＭをちょっとご覧ください。お客様皆様から

大阪、横 浜、埼玉、大阪、大阪、岡山、大阪、東 京、

「何なんだこれは」というお言葉をいただきます。当社あ

そして山形ということで、転勤を９回してまいりました。

まりＣＭの費用をかけてない会社でございまして、いわゆ

どちらか言いますと西日本が多い勤務地ですので、東日

る商品の名前、イメージ、そういうのを先に植え付けてお

本の山形は初めてでございます。前役職が、東京で当社

客様に分かってもらって、その後は職員やホームページで

のブランド戦略に関わり、調査等含めまして、ブランドイ

という戦略をとってまして、
「その1ＵＰって言葉を、バイ

メージを高めていく、そんな仕事をしてきました。この９

タリティーいっていう言葉」を、私に言った時点で会社の

カ月経った山形の印象は、蔵王、月山、そして出羽三山

策略にはまっていますよ。浅田真央さんのＣＭを実はあん

と神 社仏閣が 非常に多いな、と。奈良出身で、神 社仏

まり流してないという状況でございます。ＣＭの中で「よ

閣とかは、小学校のころからずっと行っておったんですけ

う、そこの若いの、俺の言うことを聞いてくれよ」ってい

ど、非常に多いな、という印象でございます。あと、つや

うような言葉を発している竹原ピストルさんもブランドパー

姫、米沢牛、山形牛、いろんな果物があるというところで

トナーではないんですけれども、少し応援をしておりまし

ございます。酒は日本酒が格別においしい。今までは日

て、コンサートも応援しているところでございます。10月

本酒にいいイメージが実はなかったんです。多分、学生時

に米沢で公演がありまして、今度3月に山形、鶴岡でのコ

代の飲み方ですとか、社会人になってからの飲み方が非

ンサートも協賛をさせていただている部分でございます。

常に悪くて、日本酒っていうだけで結構「ウッ」っていう

今、お手元にお役に立った入院給付金っていう資料が

感じだったんですけども、こちらにきまして、
「十四代」は

あるかと思います。こちらは今、入院給付金を１年間でだ

じめ、
「出羽桜」
「初孫」、いろんなお酒を飲むようになり

いたい58万件、年間お支 払いしておりまして、約503億

ました。非常にたくさん銘柄も覚えられるようになりまし

円。１日あたり1,605件ぐらい払っているものでございま

た。今まで東京で勤務していたときには全く知らなかった

す。病名別に、男性、女性で分けておりまして、やっぱり

ことでございまして、つや姫は知っていたんですけども、

癌が１番多く払われている部分でございます。男性は大腸

雪若丸は知らなかったり、りんごがこんなに盛んな産地

ポリープ、女性でしたら白内障、脳卒中、あとは女性特

だということも知らなかったです。日本酒はまさに知らな

有の病気が多くなっているような状況でございます。

かったことが多いというところでございます。初めての冬

男性と女性を見比べた特徴を申し上げますと、癌が１

でございまして、周りの方は「暖冬だ」っておっしゃるん

番多いのは当然なんですけども、男性だけ狭心症、心不

ですけれども、私にとっては非常に寒いです。まだまだ

全、心筋梗塞、不整脈が非常に多く出てきています。癌

寒さに慣れていないという状況でございます。夏に息子が

には、タバコを吸わない、節度ある飲酒、食生活を見直

す、体を動かす、適正体重の維持、この５つ健康習慣を

フリカといいますと、
「なんでそんなアフリカみたいな貧し

実践することでリスクがほぼ半分に下がるということなん

い国の方と手を組むんですか」と言った人がいまして「い

です。でも、癌はいろんな健康習慣に気をつけてもリスク

や、実は違うよ」と。
「南アフリカっていうのは今、世界

は減らないんです。だからこそ保険に入ってください。

の最 先端の金融センターになっていて、非常にデジタル

今度山形大学医学部で、東北と北海道で初の重粒子線

化が進んでる、そんな会社なんだよ」と、そんな取り組み

治療施設センターができるというところでございます。重

を南アフリカの「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」
「ディスカバリー」とい

粒子治療の平均が大体313万円、すべて自己負担です。

う会社が、20年前から健康に取り組むような保険を作っ

313万円ポンと払える方多いかと思うんですけども、基本

て、今、全世界21カ国でやってる状況でございます。大

的に前払いでございます。
「この治療しましょう」といっ

体1,200万人くらいの保険契約者がいるっていうところで

た時に、先に30万円払って、１回目の治療が終わった時

ございます。

に、残りの額を払う、大体そんなパターンを全国でやって

それで、この健康保険のおもしろいところが、保険料

おります。例えば保険会社によっていろんな手続きの仕

安くもなるんですけど、例えばちょっと歩いたり、１週間

方がございまして、本来は入院の診断書とか治療の診断

ごとに指標が決められてまして、ちょっと歩いたりすると

書もらって、お客さまが先にお金を病院にお支払いしてか

ローソンのコーヒー券が当たったり、スターバックスさん

ら、保険会社がお客さまに保険金をお支払いするのが今

のコーヒーチケットがただで当たったり、山形にもござい

までのやり方だったんですけども、先にお金を払えないと

ますルネッサンスさんの月会費が非常に安く入れたり、ア

いう方のために、病院に請求書を送ってもらったら、直

ディダスの製品が安くなるんです。そんなところでこういっ

接住友生命のほうから山形大学医学部の事務局に、お金

たＣＭをやっております。

をお支払いする手続きも取り扱いさせていただいておりま
す。

最後に嬉しい知らせがございまして、先週12月はじめ
の会議で東京に行ってまいりました。平成19年７月から平

３番目、保険で健康になろうと、いろんな会社が健康

成22年の３月まで、山形西ロータリークラブでお世話にな

経営とか、健康増進とかの取り組みをしております。例え

り、横浜で上司だった中野祥宏が、皆さまのおかげで執

ば、健康優良法人とは、ホワイト500を取らないと駄目、

行役員兼首都圏本部副本部長まで上り詰めまして、ぜひ

それが就職活動の人集めに役立つとかも言われたりもして

山形の皆さんにお礼を言ってほしいとのことで、ご披露さ

おります。当社の場合も健康増進というところで、日本の

せていただきます。

健康ジムのエンシに寄与して「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」保険を提

昨日、前々任の中山猛が埼玉からはるばる12名の部下

供いたします。健康診断の２次健診の受診率が少なくなる

を連れて天童温泉に泊まってまいりました。山形、やっ

ように、体重計がほぼすべての社員に配られております。

ぱり忘れられないといったところで、本当に当社の職員が

その体重計が、ソフトバンクのデータセンターへ勝手に

大変大変お世話になりまして、嬉しいなと思っております

データが送られるんです。この山形に来てどれくらい体重

し、私もぜひ、まだ9か月しかおりませんけれども、皆さ

が増えたかと、どんな生活をしてるのかが、全部データと

んとたくさんお話をして、たくさんの思い出を作って、会

して上がるようになってます。

社の業績も含めてしっかりとやっていきたいと考えており

社会に対しましては、いろんなマラソンの協賛とか、ス

ますので、よろしくお願いいたします。

ポーツイベントもやってます。人生100年時代というとこ

何かご質問とか、いろいろ保険会社のこととかござい

ろで、2020年ですか、30年後には100歳以上の方が、

ましたら言っていただければと思います。どの保険会社の

50万人以上日本にいらっしゃることになりますし、今ま

方も同じ傾向だと思いますので、多分ご自身で、皆さん

での保険はリスクを守るとか減らすとかそういった保険

健康診断とかはずっと受けていただいているかと思うんで

が主だったんですけども、最近はリスクを減らす、備える

すけれども、自分でなりやすいご病気とかがあれば、年

から、リスクを減らすとか健康寿命を延ばすというところ

末で忙しい時期で飲む機会も大変多いかと思いますけど

で、健康診断を受ければ保険料が安くなりますよとか、

も、少しご注意されて活躍いただければと思いますので、

歩いたり運動すれば保険料が安くなりますよとか、そんな

よろしくお願いいたします。

保険が非常に出てきております。割引になります。健康増
進型保険、よく雑誌とか新聞とかＮＨＫとかで、最近で
は取り上げられている部分でございます。どう楽しく健康
に生きられるか、そんなところで新しく「Ｖｉｔａｌｉｔｙ」
保険を発売いたしました。
当社も非常に古い会社なんですけども、実は南アフリカ
の会社と提携いたしまして、保険の販売をしてます。南ア

ニコニコ BOX
〈 12 月 23 日 〉

本日の献立

茶遊会

鈴木浩司会長／無事に本年度の半分を終了いたしました。
先週はクリスマス家族会、親睦家族会の委員長の安部委員
長はじめ、委員の皆様の素晴らしい企画で楽しいクリスマ
スを過ごすことができましたのでニコニコいたします。ま
た、無事に年末を迎えることができそうです。そして会員
の皆様のご協力に感謝してニコニコいたします。
中山眞一さん／ 30年間表彰をいただけましたのも、皆様
方のおかげであると感謝いたしております。
坂部登さん／ 2 日間続けて新聞に紹介されましたので。
１．東北デザイングランプリで最優秀賞を受賞しました。
お客様の思いを120％表現できるように頑張ります。
２．国境なき奉仕団に今年もカレンダーを贈呈しました。
新藤幸紀さん／感謝でーす。
会員諸兄にイザベラ・バードの顕彰碑建立のための協賛金
をお願いいたしました。11 月の締切日では目標金額に届
きませんでしたが、募集期間延長の結果、目標額を突破す
ることができました。明年 3 月に除幕式ができそうです。
ありがとうございます。ご協力に感謝申し上げます。
武田博文さん／やっと…。
実弟が宿願である国立大の教授に就任いたしました。苦節
10 年、一族郎党喜んでおりますので、大ニコニコいたし
ます。
市村清勝さん／山形新聞新印刷センター落成。
12月21日、一昨日、山形新聞印刷センターが落成いたし
ました。輪転機に入ると30分ぐらいで刷り上がる感じで
す。ということは原稿は 1 時間前ならＯＫになるというこ
とに、ニコニコです。
遠藤正明さん／東日本大震災復興支援。
坂部印刷さんから「国境なき奉仕団カレンダー」300部を
頂戴し 5 年目になります。石巻の皆さんが楽しみにしてく
ださっています。今年は12月22日に復興住宅ほか、10カ
所に配らさせていただきました。坂部社長ありがとうござ
います。
親睦家族委員会一同／クリスマス家族会御礼。
たくさんの会員の皆様、ご家族の皆様にご出席いただき、
ありがとうございました。ニコニコします。
高橋昌之さん／クリスマス家族会の抽選会で旅行券をゲッ
トしました。他に 5 点ほど当たり、出資した分、十分に取
り戻させていただきました。来年も年明け早々、良い事が
あることを期待します。
角田健さん／西ロータリークラブのご縁に感謝。
西ロータリークラブで出会いました戸田正宏さんとのご縁
で、ネッツトヨタ山形様のイメージソングをラストアイド
ルの阿部菜々実さんに参画いただき、先日発表となりまし

た。山形を全国に発信する曲に皆様から感動の拍手をいた
だきました。ニコニコします。
藤田良仁さん／家内が大変喜んでおりました。
大阪にいる妻の元に、鈴木会長より誕生日のお祝いをいた
だき、大変感激していました。私の株も上がりました。
浦山潔さん／無事に終わってハラハラドキドキでした。
先週のクリスマス家族会に於いて、次年度山形JC第65代
理事長として、私の甥、岩田雄治が皆様に来賓として挨拶
をしました。何事もなく無事に終了いたしましたのでニコ
ニコします。

＜本日出席・修正出席＞
本日出席（12/23）

メークアップ
された会員

会員総数

出席会員数

95名

55名

（山形南）伊藤
歩、松原
（山形中央）橋本 徳光、木村
（山 形）尾形
亨、伊藤
（山形北）酒井 啓孝
（山形東）伊庭 公也、石井
小林 廣之

修正出席（12/2）

洋、武田
孝
歩

秀和、武田

雅浩、五十嵐

信、佐藤

会員総数

出席義務会員数

出席会員数

出席率

95名

87名

84名

96.55％

博

、鈴木

謙司、冨田

浩志、横山

隆太、澤渡

章

章夫、冨田

浩志、横山

隆太、澤渡

章、角田

健

