
 

  

 
 

■ 元米山奨学生 アレハンドロ・ジョルダン君 

 

皆様いかがお過ごしでしょうか。 

 皆様いかがお過ごしでしたか。 

私の近況報告ですが、稲穂がほぼ出揃

いました。問題は夜間の気温が少し下

がることが重要であり、いわゆる寒暖

の差が豊作につながります。暦では立

秋を迎え、朝方は少し変化が感じられ

ます。 

 日曜日には米山記念奨学部門のセミ

ナーが開催されました。 岩槻東から

は、奥津増進委員と二人で出席してま

いりました。 

次第では点鐘のあと細淵ガバナー、米山奨学会常務理事であり部門担当諮

問の井原 實氏の挨拶がありました。 

メインイベントは総勢39名の奨学生による自己紹介で、レティ フンさん

が「世話クラブは岩槻東です」と声高らかにのべた場面では気持よくも誇

らしく感じました。2023年3月以降についても引き続き世話クラブとして

アッピールする必要があります。又、学友会の幹事の一人としてジョルダ

ン・アレハンドロさんの出席がありました。奨学金としては10万円から14

万円ですが、その他全てが地区クラブによる寄付金で賄われています。各

大学指導教員代表者の挨拶では、ロータリーに対しての感謝が述べられて

いました。 

次週は休会ですが、私は4回目のワクチン接種の予定です。 時節柄ご

自愛ください。    以上 

 

 

 

1. 地区より「補助金事業の申請が採用

された」連絡が届きました。 因み

に我がクラブは1300㌦となります。 

2. 第4G内山泰成ガバナー補佐より、

「IM合同奉仕事業ご協力のお願い」

が届きました。 

 ・日 時  10 月 8 日 ( 土 ) AM7:30~ 

14:10  場所 秋葉の森 総合公園 

さいたま市西区 

3. 過日の加藤哲男年度理事会により、中里 仁会員から、体調が悪い為 

7月19日付けにて当クラブを退会届が出されました。承認致しました

第6・7例会 2022年8月30日発行 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ グループフォーラム 
担   当 会員増強委員会 
 

 

次回例会案内 
第1978例会 8月30日(火) 

 8 月16 日(火)は、 

規定により休会です。 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 会員卓話  

 木村 献会員 

 京野新悟会員 

担   当 増強・退会防止委員会 
 

点   鐘 12:30 

斉   唱  

お客様紹介 加藤哲男会長 

会 長 挨 拶 加藤哲男会長 

幹 事 報 告 飯渕昭二幹事 

お客様挨拶 大宮東RC 会長・幹事様 

委員会報告  

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 奥津雅史例会委員長 

加藤哲男年度(2022～2023) 

岩槻東ロータリークラブ週報    

第06例会 8月9日(火)1976号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 外部卓話 

 PG 井原 實 様 

担   当 出席奨励委員会 

テーマ 会員卓話 杉田政男会員 
 
担 当 IT委員会 

2022-2023年度 会長方針 

楽しもうロータリー 

楽 し も う 社 会 奉 仕  

楽しもうロータリー仲間 

本日の例会 
第1977例会 8月23日(火) 

幹事報告 飯渕昭二幹事 

お客様紹介 

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

2022-2023年度 会長方針 

楽しもうロータリー 

楽 し も う 社 会 奉 仕  

楽しもうロータリー仲間 
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 事、ご報告いたします。尚、副会長については、

補充をしない事に決まりました。 

4. 来る8月30日(火)の例会には、井原 實パストガバ

ナーを卓話にお迎えしております。第4G内にも

メーキャップの希望者がいらっしゃったら、お迎

えする旨、理事会でのお話となりました。ご報告

までです。 

5. 地区より、菊池和彦会員に「RLIデスカッション

リーダーの委嘱書」が届きました。 

6. 大宮西RC、大宮北RCより、7月の週報が届きまし

た。   回覧いたします。 

7. 本日、レターケースに、加藤年度週報 第5号が入

れてあります。  ご確認下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

◆フンさん一言 
皆さん改めてこんにちは。先週は熱中症になり、例

会を休ませて頂きました。突然、ベトナムへ帰りたく

なりました。チケットも買ってないし、ワクチンも一

度も打っていないので、心配です。来年、就職なので

帰れないと思いますの

で、今年の内に帰りたい

と思っています。そうな

りましたら、来週は例会

に来れないので、宜しく

お願い致します。皆さん

も熱いので、熱中症に気を付けて下さい。 

 

 

 

 

◆アレハンドロ・ジョルダン君一言 

皆さん、こんにちは。

本日は例会にお誘い頂き

有難うございました。初

めはもっと多く例会に参

加出来るかと思っており

ましたが、会社の都合や

その他のいろいろな事があって、中々出席出来ません

でした。私の個人的な話になりますが、今年の1月に

結婚しまして、3年前に日本で知り合った方です。彼

女の仕事は花に関する仕事をしております。その為、

毎日家の中が花に囲まれていて幸せの気持ちになりま

す。披露宴は未だ行っておりませんが、来年の秋頃に

予定しています。どのような形になるかもしれません

が、その時は宜しくお願いします。 

 2つ目の話は、藤田観光を退社して、外国人対象の

お客様をお世話する仕事に変わりました。自宅で仕事

をしています。日本の良い物を海外のお客様に買って

頂いて紹介したいと頑張っています。 

3つ目の話は、米山学友会の仕事も拘っています。そ

の中で10月2日(日)に、岩槻公園付近をゴミを拾って

岩槻公園で弁当を食べる事を企画しています。時間が

あったらご参加宜しくお願いします。以上、簡単にお

話させて頂きました。今後共宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

◆増渕 明管理運営担当理事 

本日の例会担当は、ＩＴ委員会担当になりますが、

萩原満久委員長が欠席と云

う事ですので、私の方から

ご紹介させて頂きます。そ

れでは、杉田政男会員宜し

くお願い致します。 
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お客様ご挨拶  

本日のテーマ   会員卓話 

写真、上は「四つのテスト」と「ロータリーの目的」の

斉唱する小宮 勇会員、下はRLIのディスカッション

リーダー委嘱書を受け取る菊池和彦会員、一番下

は米山奨学金を受取るレ・ティ・フンさんです。 
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◆杉田政男会員 

ご指名によりまして、お話させて頂きます。先週の続

きをさせて頂きます。お

見舞いにお酒200本と、お

金が30万円のお見舞金を

頂きました。その後、金

子幸重さんのご紹介によ

り、岩槻東ロータリーク

ラブへ入れて頂きました。当時は株が良い時期でした

ので、東海銀行からみにより、3億円も儲かった事も

有りましたが、株が暴落し当時、山一証券も倒産しま

した。そんな時、3億円の元本が１億5千万円になってし

まいました。10年間でこのお金を返していきました。 

 別に春日部の住友銀行からみで、銅が値上がりして

いきました。保険金を掛けないで銅を15トン契約しま

した。44万円が100万円位に値上がりして、かなり儲

けましたが、以前の損失を考えるとトントンかなぁと

思います。今でも借金も残っています。 

 結論から言いますと長年に亘り、人間対人間の付き

合いをして来ましたから、その事が認められたのか

なぁ～と、思っています。一日一日が感謝の一言に尽

きると思っています。有難うございました。 

 

「３クラブ合同例会について」 

◆遠藤光治会員 

例会時間を有意義にするために前回に卓話の中で当

クラブが16年前に太刀川年度の時に慈恩寺の玄奘三蔵

法師の塔を観光名所に出

来るようにと事業を行い

ました、その時の資料を

東玉の戸塚会長を通して

埼玉高速鉄道の荻野社長

に渡して頂きました。そ

の資料を見て頂き、私、遠藤に電話が有りまして約1

時間近く話しました、荻野社長はJRのホテルの社長や

昔の日本食堂の社長をおやりになった経歴など盛岡

ロータリークラブに6年間在籍していたことなど話を

しました。その中でロータリークラブに卓話に伺いま

しょうか…？ と話して頂き、当クラブは現在25名の

会員なので、出来れば多くの人に聞いて頂きたいと思

い、3クラブ合同例会の卓話者はいかがでしょうか、

と思い話させて頂きました。因みに3クラブとは、岩

槻RC、蓮田RC、岩槻東RCの3クラブを言います。 

追加 

3クラブ合同例会委員会 2022，8，9 

委員長  遠藤光治 委員   阿津澤清 

委員   菊池和彦 委員   山崎和雄 

委員   増渕 明 委員   斎藤公司 

委員   飛田美佐子 委員   京野新悟 

 

 
 

ジョルダン・アレハンドロ君  

 本日、例会に参加させて頂きまして、

ありがとうございます。 

加藤 哲男  会員の皆様、熱中症対策を十分に。杉

田会員、卓話有難うございます。 

飯渕 昭二  本日は暑くて、蝉もお休みでしょう

か。蝉の声、聞こえませんネ。 

遠藤 光治  杉田さん、卓話有難うございます。

ジョルダン君、久しぶりですね。 

菊池 和彦  ジョルダン、久し振りですね。杉田さ

ん卓話宜しくお願い致します。 

杉田 政男  猛暑の折り、熱中症には気を付けま

しょう。 

阿津澤 清  杉田さん、卓話宜しくお願いします。 

斎藤 公司  猛暑に負けて元気が出ないです。 

山崎 和雄  暑いですね～。ジョルダン君、お久し

ぶりです。 

山形 照之  欠席が多くてすみません。 

小宮  勇  猛暑の事は、どうにもならないですね。

ジョルダン君、元気で何よりです。 

増渕  明  ジョルダン君、久し振りです。お元気

そうで何よりです。 

橋本かほる  ジョルダンさん、ようこそ。嬉しいです。 

奥津 雅史   加藤 和正   小泉 真悟 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

「会員卓話」杉田政男会員…前回の続きの話をして頂き

ました。 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

ニコニコBOX金額報告  

8/9合計 １９，０００円 

今年度累計 １７６，０００円 

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

8/9 
免除3名 

25 
(3) 

15 + (3) 
(0) 3 0 85.71% 

7/26修正 

免除3名 
25 
(3) 

20 + (0) 
(1) 2 0 86.36% 

出席報告 (Zoom出席)  
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■ 
 

 ■ 大宮東RC  会長 横田勝美様・幹事 渡辺正司様 

  

 

 皆様こんにちは。2週ぶりの例会にな

りますが、いかがお過ごしでしたか。 

本日は、大宮東ロータリークラブより 

横田勝美会長 渡辺正司幹事 様が表敬

訪問にお越し下さいました。 

世間ではコロナ感染者が高止まりのまま

ですが、確かな分析と対策方が聞こえて

きません。又、国民の声も聞こえてきま

せん。 

 私の近況報告ですが、田植えから4ヶ月になり今月末から刈り入れが始

まります。ただ、月末からしばらく雨模様で秋雨前線のはしりの様です。 

30馬力のコンバインでも無理に稼働すると、故障の原因になり修理に時間

がかかります。 

 さて、9月の行事ですが18日の岩槻祭りでピンクリボン街頭啓蒙活動を

行います。久しぶりの社会奉仕になりますが、岩槻東の認知度向上を目指

し、会員増強にもつながるように更なるイメージアップに頑張りましょ

う。「楽しもうロータリー、社会奉仕、ロータリー仲間」。 

本日の例会テーマは会員増強委員会担当で、京野会員 木村会員によ

る卓話です。過日、理事会承認されたメンタリング制度によるメンター、

メンティーのお二人です。今後とも全員参加で盛り上げて参りましょう。 

地区セミナーなどではリアルでの機会が主流ですが、感染には十分気を付

けて下さい。そろそろ季節にも変化が現れてきます。 

会員のみなさまにはご自愛ください。    以上 

 

 

 

1. 地区より「地区大会記念ポリオ＆ウ

クライナ支援チャリティゴルフコン

ペ」の案内が届きました。 因みに

我がクラブは奥津雅史会員、菊池和

彦会員、山崎和雄会員、飛田美佐子

会員にご参加頂きます。 

2. 第4G内山泰成ガバナー補佐より、

「IM合同奉仕事業のパンフレット」

が届きました。 

 ・日 時  10 月 8 日 ( 土 ) AM7:30~ 

14:10  場所 秋葉の森 総合公園 さいたま市西区 

会長挨拶 加藤哲男会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ グループフォーラム 
担   当 会員増強委員会 
 

 

次回例会案内 
第1979例会 9月6日(火) 

加藤哲男年度(2022～2023) 

岩槻東ロータリークラブ週報    

第07例会 8月23日(火)1977号 
会 場 ハイブリッド開催 
点 鐘 12:30  

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 外部卓話  

 社会奉仕部門委員長 

 平田利雄様 

担   当 地域社会奉仕委員会 

テーマ 会員卓話  
 木村 献会員・京野新悟会員 
担 当 増強・退会防止委員会 

2022-2023年度 会長方針 

楽しもうロータリー 

楽 し も う 社 会 奉 仕  

楽しもうロータリー仲間 

本日の例会 
第1978例会 8月30日(火) 

幹事報告 飯渕昭二幹事 

お客様紹介 

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

2022-2023年度 会長方針 

楽しもうロータリー 

楽 し も う 社 会 奉 仕  

楽しもうロータリー仲間 

会   場 定例会場｜ハイブリッド 

例会テーマ 外部卓話  

 PG 井原 實 様 

担   当 出席奨励委員会 
 

点   鐘 12:30 

斉   唱  

お客様紹介 加藤哲男会長 

会 長 挨 拶 加藤哲男会長 

幹 事 報 告 飯渕昭二幹事 

お客様挨拶 PG 井原 實 様 

委員会報告  

スマイル報告 例会委員会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 奥津雅史例会委員長 

第08例会 2022年8月30日発行 
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◆阿津澤清増強委員会理事 

 今日は、会員増強委員会担当例会です。お手元に推薦書を配布させて頂きました

ので、是非活用して下さい。大宮東クラブさんは、6名の入会が有ったそうです。素

晴らしいですね。我がクラブも頑張りましょう…!! 

 
 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 

本日のテーマ   会員卓話 

 

 ・申込締切りは9月26日となっております。  回

覧致します。 

3. 過日の第26代会長の太刀川重彦元会員の葬儀に、

クラブより生花1基と香典1万円を出させて頂きま

した。日にちが無い為、理事会等は事後承諾とさ

せて頂きました。ご了承下さい。 

4. 次週8/30(火)、井原 實パストガバナーの卓話

に、今の所、大宮西RCより、内山ガバナー補佐、

グループ幹事、会長等5名の参加を頂きます。ご報

告させて頂きます。 

5. 米山奨学会より、「ハイライトよねやま269号」が

届きました。  回覧致します。 

6. 株式会社シーライン東京より、クルージング等の

パンフレットが届きました。 回覧いたします。 

7. 本日、の週報は次回と合併となります。 

 

 

 

◆加藤和正社会奉仕委員会  

 過日、8/21(日)に地区の

セミナーに参加して参りま

した。その中で大宮駅前に

て、ウクライナ支援の啓蒙

活動を1時間程行って参りま

した。セミナーも1時間行

い、実践も1時間ぎっちり行って参りました。例会後

に、岩槻まつりの「ピンクリボン募金」についての話

があります。短時間で終わりますので、宜しくお願い

致します。 

◆山崎和雄青少年担当理事  

 本日、岩槻区の方で「花

火」が上がります。例年の

同じ場所にて15分位上がり

ます。  

 

 

 

 

◆大宮東RC 横田勝美会長・渡部正司幹事 様 

 大宮東クラブの45代会長の横田と申します。職業は

電気工事業です。隣は幹事の渡部です。宜しくお願致

します。加藤会長、飯渕幹事お世話になっておりま

す。宜しくお願致します。 

初めて岩槻東クラブへお邪魔させて頂きましたが、雰

囲気が楽しい感じを受けました。 

私共のクラブは、武銀さんから一時、例会場を断られ

てしまいましたので、出席が少なくなってしまいまし

た。今は、暫く使わせて頂いております。 

個人的には、私がこの度コロナに掛かってしまいまし

た。お陰様で熱が少し多く出ましたが、少しするとお

さまって来ました。会員にご迷惑を掛けてしまいまし

た。皆様もお気をつけて下さい。 

 

 

 
 

委員会報告  

お客様ご挨拶  
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 ◆木村献会員 

第１ 導入（今日の卓話の主題） 

みなさま、こんにちは。 

ロータリークラブに加入して、最も日の浅い私が、大先輩であるみなさまの前

でお話しすること自体、とても大それたことであると恐縮しております。 

同時に、一体何を話せばよいのか、とても悩みました。 

悩んで悩んで悩みぬいた結果、今日は、最近のロータリークラブに関する勉強

会を通じて、私が最も印象に残った部分である、職業奉仕に関係することをお話ししたいと思います。 

私は、職業奉仕の中で、職業の知識やスキルを社会のニーズ解決のために進んで役立てるという部分にと

ても共感しましたし、興味を持ちました。 

しかしながら、今、現在、私は自分の職業の知識やスキルをどのようにロータリークラブでの活動の中で

生かしていけるのか、全く分からない状態です。 

この先、みなさまに教えていただいたり、一緒にロータリークラブの活動をしていく中で、自分にできる

ことを見つけていきたいと考えております。 

とりわけ、みなさまから教えていただくことは、非常に大きなウェートを閉めるものと思っています。 

そうだとすると、まずは、私が普段どのような仕事をしているのか、どのようなことができるのかを、み

なさまに良く知っていただくのが大切だと思い、本日は、私の仕事について、少し詳し目にお話しさせてい

ただこうと思います。 

 

第２ 弁護士の仕事とは 

１ 弁護士の仕事の一般的なイメージ 

弁護士の仕事として、みなさまが真っ先に思い浮かべることはどのようなことでしょうか。 

私は、裁判所の法廷で「異議あり！」とか言っているんですか、と良く聞かれます。 

確かに、「異議あり！」とか、法廷で言っていることもあります。 

ですが、そのようなことは本当にごくまれで、私が法廷で「異議あり！」と言うのは、1年に1回もないと

思います。 

刑事事件で、真犯人を見つけて、無罪を勝ち取ったりするんですかとも良く聞かれます。 

ですが、私は弁護士生活10年間で、真犯人を見つけたこともなければ、1度も無罪を勝ち取ったこともあ

りません。 

私が、弁護人につくときには、大多数の被告人は自分がやった罪を認めていますし、認めていない人がい

て、これは無罪を勝ち取れると思うと、裁判にならずに解放されて終わってしまいます。 

おそらく、普通の人が考えている弁護士の仕事のイメージと、実際の仕事の内容とは大きく違っているの

が通常です。 

２ 私の仕事内容 

⑴ 私が、知人から弁護士の仕事とはどのような仕事か聞かれた場合、私は、まずは書類作成の仕事ですと

答えると思います。 

どんな事件も、とにかく書類をたくさん作ります。 

依頼者の契約書や委任状、請求書、裁判所に提出する書面、依頼者と連絡をとる書面、事件の相手方と

連絡を取る書面、裁判所に証拠として提出するグラフや表、毎日、たくさんの種類の書面を何通も何通も

作ります。 

事件の相手方になった弁護士もたくさんの書類を作って送ってきます。 

弁護士が作る書類は、98％くらいプリントアウトして紙に出すので、デジタル化が進むこの世の中で、

毎日大量の紙を使っています。 

口は悪いですが、私のイメージだと、自分が作成した書面と相手方の弁護士が作成した書面のうち、

99％くらいは何の役にも立ちません。 

本当に、ごみを大量生産しているようなものものだと思います。 

 IWATSUKI-EAST ROTARY CLUB WEEKLY REPORT 
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 ですが、残りの1％の中に、裁判の勝敗を左右するような大切な書面が含まれていることがあるため、書

面づくりをおろそかにすることはできません。 

それならば、裁判の勝敗に直接関係する1％の書面だけ作ればいいじゃないかと突っ込まれそうですが、

私程度の実力では、どの部分がその1％なのか、正直分かりません。 

分からないから不安になって、全部網羅しておかなければと思い、たくさん書面を作っているという側

面があると思います。 

裁判官の考え方、双方が提出できる証拠の内容、相手方から出てくる反論、それによって生じる訴訟進

行の方向性で、大切な書面がどれなのか変わってくるため、本当に大切な1％をあらかじめ予想することは

難しいと思います。 

良くも悪くも、弁護士は、書面をたくさん作るため、書面、特に、文字がたくさん出てくる書面を作る

のが早いというのが、弁護士が通常持っているスキルになると思います。 

⑵ 次に、弁護士の仕事として多いのが、人の話を聞くことだと思います。 

相談や依頼者との打ち合わせ、相手方からの連絡に対する対応、裁判官や書記官とのやり取り、事務員

や同僚弁護士との協議等、人の話を聞くことは弁護士としての大切な仕事だと思います。 

書面づくりのためにも、まずは、話を聞かなければなりませんから、人の話を聞くという部分は弁護士

としての大切なスキルだと思います。 

 

 

 

◆京野新悟会員 

 本日は卓話の機会を頂きありがとうございます。岩槻東ロータリーにお世話になっ

て10月で4年を迎えます。創立と私の年齢が一緒ということもあり、何か縁を感じてい

ます。諸先輩方、お客様の前で大変恐縮ですが、私の仕事の話をさせて頂きます。 
 

 私は皆様と違いメットライフ生命保険の社員です。会社の事を少しお話しすると私

のような営業は全国に3,800人から4,000人程おります。 

給料は全員一律10万円で社会保障にも加入しております。ただ、営業としては歩合制です。年間30万円程の売り

上げがないと査定解職となります。 

全国で毎月40人から50人程度入社されますが、私の同期は50人ほどおりましたが、今残っているのは、恐らく5

人程度です。10年以上の先輩に聞いても同期が残っていたら珍しいというレベルの生存率になります。 

私もまだ5年ですので、これからもまだ気を抜けない状態です。昨今労働基準については経営者の皆様にとって

厳しいものだと思います。自分の所属する会社の事ではありますが、先程の査定解職というのは、歩合部分の業

務委託契約の解除だと思うのですが、社員としてもおりますのでそこが、解職になるというのが自分でもよく分

かっていないのが現状です。 

いつか弁護士の木村さんにも見解を聞いてみたいものです。さて、最近の保険営業というものについてもお話を

していきます。 
 

 皆様 G N P という言葉を聞いた事がありますでしょうか。保険業界では良く聞く話ですが、Gは義理、Nは人

情、Pはプレゼントで、保険営業は G N P だけで営業しているという話です。 

もちろん保険は商品が見えないので、人間関係が大切だと思いますが。近年は保険不要論やお客様の知識も向上

していることから、より具体的にお客様のメリットがないと、商品が販売しにくい状況になっています。 
 

 ここで、私が使っている資料を使ってそれをご説明していきます。日本の社会情勢はもちろんですが、より金

融寄りの知識、投資についての基礎知識などをお客様にお伝えすることで、保険に興味を持って頂く、保障とお

金の重要性をより感じていただく必要があります。 

ですので、保険業はかなり変わって皆様のイメージだと銀行とか証券会社の営業に近いような活動もしていると

いうことです。 
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 2022～’23年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   加藤 哲男 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  飯渕 昭二 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 萩原 満久 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

  

 
 

横田勝美様(大宮東RC会長 ) 

 本日、初めての岩槻東RCさんの例会に

参加させて頂きます。宜しくお願しま

す。 

渡部正司様(大宮東RC幹事 ) 

 本日は、お世話になります。宜しくお

願します。 

加藤 哲男  大宮東RC、会長 横田勝美様、幹事 渡

部正司様、ようこそ!! 非常に光栄で

す。会員増強委員会担当による、会員

卓話を、京野会員、木村会員宜しくお

願します。 

飯渕 昭二  本日、卓話 京野さん、木村さん宜し

くお願いします。 

阿津澤 清  大宮東クラブ、横田さん、渡部さんよ

うこそ!! これからもよろしく。 

       仙台育英高校、優勝おめでとうござい

ます。 

斎藤 公司  京野さん、木村さん卓話楽しみです。 

遠藤 光治  増強委員会担当で、京野新悟会員、木

村献会員、卓話有難うございます。 

山崎 和雄  大宮東RC、横田さん、渡部さんようこ

そ。例会楽しんで下さい。京野さん、

木村さん卓話楽しみにしています。 

菊池 和彦  大宮東ロータリークラブ、横田会長、

渡部幹事、ようこそいらっしゃいまし

た。 

木村  献 無事、出席する事が出来て良かったです。 

杉田 政男 大宮東、会長・幹事様、ようこそ。 

小宮  勇  京野様、木村様、ご苦労様です。卓

話、楽しみにしています。 

橋本かほる  横田会長、渡部幹事、ようこそお越し

下さいました。 

奥津 雅史   加藤 和正   増渕  明 

京野 新悟   小泉 真悟 

ニコニコBOX金額報告  

8/23合計 ２４，０００円 

今年度累計 ２００，０００円 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 

例会日 総数 出席 (Zm) 
合計    欠席 Ｍｕ 出席率 

8/23 
免除3名 

24 
(3) 

16+ (2) 
(0) 3 0 85.71% 

8/2修正 

免除3名 
25 
(3) 

16 + (3) 
(0) 3 0 86.36% 

出席報告 (Zoom出席)  
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8/9のオンライン参加： 

 丹野寿明会員  木村 献会員 

本日のオンライン参加：  

 丹野寿明会員  水戸 恵会員 

 日本人はお金の勉強をしたことがない、これに疑問を持たずに生活しておりますが、今年の4月からは高校の家

庭科で投資の授業が始まっています。若い人たちは勉強し知識をつけていくので良いでしょう。 

しかしながら、既に社会に出ている２０代、３０代、４０代、５０代以上の方々は実際、独学、または今までの

経験のみでお金を使っている状況です。 
 

 これから保険営業はより金融知識をつけて、お客様にわかりやすく、具体的に数字を示していかなければなり

ません。私もまだまだこれから精進して、よりお客様の役に立てるよう努力していかなければこの業界で生き

残っていけないと日々感じております。 

簡単ではありましたが、私の仕事についてお話しをさせて頂きました。ありがとうございました。 

 


