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国歌斉唱 

ロータリーソング  ｢奉仕の理想｣ 

四つのテスト唱和 職業奉仕委員会 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

誕生月会員お祝い 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『新会員卓話』  大川畑文昭 会員 
  

 

 

 
左から、佐々木会員・下前会員・本田会員・中川会員・合田会員・島

田会員  おめでとうございます！ 
 

 

 

皆様今日は。お元気にお過ごしのこととお喜び申し上げます。 

去る２０日未明に発生した大規模土砂災害に対し、姉妹ｸﾗﾌﾞをはじ

め多くの支援の輪が広がっています。まさに時宜を得たﾛｰﾀﾘｰ奉仕

活動の実感を改めて皆様にお伝えします。当ｸﾗﾌﾞでは奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸ

ﾄ常任委員会を中心に連日、ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰや避難所に緊急物資の

支援活動を機動的に取り組んでいただいています。ここに、万難を

排して奔走されている関係各位には衷心より厚くお礼を申し上げま

す同時に、引き続きご尽力賜りますよう重ねてお願い申し上げる次

第です。 
 

 

 

*本日、１８時３０分より「かなわ」において理事会を開催します。 

*本日例会終了後、「桂」の間において「広島豪雨災害支援検討会

議」を実施します。 

*奨学育英資金規約改正について 

*奨学育英資金規約（ＢＯＸ配布物） 

*ガバナー月信（ＢＯＸ配布物） 
 

 

 

奨学育英資金特別委員会  中根副委員長 

奨学育英資金規約の改正について説明 

奉仕ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会  岡部副常任委員長 

広島豪雨災害支援活動の現状報告 

 
 

 
 

広島豪雨災害支援活動一覧
活動日 内  容 贈呈先

8月24日 土嚢袋4,800枚 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

8月31日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用　氷 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

9月2日 ｼﾞｬｰｼﾞ20ｾｯﾄ 緑井小学校避難所

9月5日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用　500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水1000本 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

9月6日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用　500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水1000本 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

9月1日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用　製氷機移送･設置費用 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

9月5日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用 大型冷蔵庫3台移送･設置費用 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

9月9日 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ熱中対策用　500mlﾍﾟｯﾄﾎﾞﾄﾙ水1000本 安佐南区災害ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ

■本日の例会    ２０１４年９月１１日（木）    第２１９４回 

ロータリーソング 「われらの生業」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

連続出席表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会・同好会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間 『新会員卓話』  岡田 清治 会員

前回例報告   ２０１４年９月４日（木）  第２１９３回 

誕生月会員お祝い 

会長時間                会 長  河本 浩一 

幹事報告                幹 事  合田 尚義 

委員会報告 
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【自主出宝】 

河本会員･中山会員･合田会員･二井本会員･佐々木会員 

先般発生しました広島市大規模土砂災害に関しまして、奉仕ﾌﾟ

ﾛｼﾞｪｸﾄ常任委員会の主導により、日々、安佐南区のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾ

ﾝﾀｰや緑井小学校の避難所への支援活動を行って頂いており

ます。今後とも引き続きまして、会員の皆様方のご協力を、よろ

しくお願い申し上げます。 

大川畑会員 本日は、新会員卓話の時間を頂戴しております。

皆様、何卒宜しくお願い致します。 

島本会員･山内会員 岡本会員、先週の新会員卓話とても楽し

く聞かせて頂きました。大川畑会員、今日の新会員卓話楽しみ

にしております。 

髙原会員◇ ９月２日、広島ＲＣの公式訪問を無事終えた事を

報告します。 

武部会員 早いもので入会１年が過ぎました。これからもよろしく

お願い致します。 

下前会員・島田会員 誕生月を祝って頂き、ありがとうございま

す。 

合田会員 誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。 

石井会員 天候の回復を願って出宝します。 

塩本(能)会員 先週、欠席しましたので。今日は９月４日（クシの

日）最近クシの必要となった人も是非ご出宝を！ 

神農会員 クシが必要となったので(笑) 
 

当日計 17,000 円（内、ｗｅｂ5,000 円） 累計 330,000 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

『新会員卓話』 
 

大川畑文昭 会員 
２０１４年７月３日入会 

あいおいﾆｯｾｲ同和損害保険㈱ 

執行役員中国本部長 

 

 

皆さん、今日は。新会員の大川畑です。 

７月３日に伝統ある広島北ＲＣに入会して以来、はや２か月が経

過しました。この間、会員の皆様には温かく接して頂き、大変有

意義な時間を過ごさせて頂いております。この場を借りて日頃の

ご厚情に感謝いたします。また、本日は新会員卓話の時間を頂

き誠にありがとうございます。 

大変貴重な機会を頂いたので、本日は、私自身の経歴を中心と

する自己紹介ならびに私が勤務する「あいおいニッセイ同和損

保」の会社につきＰＲ致したく、お話しさせて頂きます。 

私は、昭和３３年６月 鹿児島県鹿児島市に生まれました。 

高校まで地元で過ごし、以降大学入学と同時に上京し、現在の

あいおいニッセイ同和損保の前身である旧千代田火災に入社

し、大阪・東京・福岡・東京と勤務、この４月よりあいおいニッセイ

同和損保中国本部長として着任し、現在に至っております。 

私の生まれた鹿児島は皆さん様々な印象をもたれていることと

思います。西郷隆盛、大久保利通をはじめとする明治維新の歴

史上の人物を輩出した土地、頻繁に爆発する桜島・砂蒸し温泉

で有名な指宿をはじめとする観光の町、暑い南国の町等々でし

ょうが、県外の方からみれば遠いそして極めて方言がわかりにく

い土地との印象が今でも強いようです。 

さて、高校までは鹿児島で過ごし、慶応大学法学部に入学しま

した。全くの世間知らずでしたから、高校まではサッカーをやっ

ていたこともあり、大学でもサッカーをやろうと思い、体育会の門

をたたきましたが、練習さえさせてもらえず、門前払いでした。そ

の後も同好会でサッカーを続け、会社でも３０くらいまではサッカ

ーを続けてきました。今はプレーはしていませんが、広島にいな

がらも当社の東京フットサル部の顧問としてサッカーに少しでも

関与しているところです。 

大学では、法学部に籍をおきましたので、一応法曹界、もしくは

公務員の道を目指し、一定勉強はしたつもりだったのですが、

卒業に際し、司法試験には落ち、公務員試験も国家・地方双方

にも合格せずでした。 

すべての試験に落ち、同郷の先輩の弁護士事務所でアルバイ

トしながら司法試験浪人を決め込んでいたのですが、これまた

同郷の旧千代田火災の先輩から「たまたま欠員が出たので試験

を受けてみろ」とのすすめで損害保険業界にお世話になること

にしました。とにかく、先輩のありがたみを感じた時期でした。今、

私は同郷の後輩を、私が学生時代暮らしていた県人会の寮をき

っかけとして、毎年就職活動を支援しています。ちなみに今年も

１名当社の内定を得ました。 

また、私は、社内結婚ですので、家庭を持つこともできたのも会

社のおかげです。子供も息子が３人でして、一番下の子も来年

春から保険業界で働くことになりました。上二人は建設・出版業

界でしたが、家内の母親も保険業界でしたので、何とか３代にま

で保険一家を続けることができました。 

来年は早々に長男に子供が生まれる予定でして、いよいよ初孫

ができることを楽しみにしている状況です。 

このような経歴を持ち、今に至る私ですが、この４月よりあいおい

ニッセイ同和損保中国本部長として着任し、中国地方５県を担

当しております。初めての広島でかつ初めての単身赴任を経験

中です。広島は大変過ごしやすく、公私ともに多くの方にお世

話になりながら毎日を過ごしております。私の出身の鹿児島のよ

うに言葉のヒヤリングには全く苦労はありませんし、例えば着任

前の荷受け当日は広島駅周辺で地図をみながらウロウロしてい

たところ多くの人にお声をかけてもらい、東京ではありえない

数々の親切にふれさせて頂きました。今回の大規模土砂災害

においても多くのボランティアが支援する姿は、このような人情

味あふれる県民性の表れだと思っています。 

ちなみに私も会社のメンバーを募り、日頃の恩返しをすべくこの

土日ボランティア支援に行ってまいりました。 

さて、現在の私が注力しているのは、「ひろしま通になろう」です。

皆さん、既にご存知の通り、毎年１２月に「ひろしま通認定試験」

があるようですが、当社は地域密着を方針としており、各支店で

様々な地域に密着していく活動を展開しております。 

当地、広島支店の活動の一つが「ひろしま通」になろうでして、

社員から受験を強く勧められております。ちなみに公式テキスト

での勉強を開始しておりますが、これがなかなか難しいものがあ

ります。 

ちなみに、私が苦しんでいる問題を２，３ご紹介しますと、 

○広島県内のカキの養殖量第２位の市はどこでしょう？ 

→廿日市市 

○２０１１年にユネスコ無形文化財に登録された、毎年６月第一

日曜日に北広島町で行われる伝統行事は？→壬生の花田植 

○サンフレッチェ広島の試験日時点の勝ち点は？ 

→昨年試験日時点は６３ 

このように、広島市外、直近・現時点の話題はなかなか対応でき

ていない状況です。まだ、受験そして合格には自信はもててい

ませんが、私はこの広島にしっかり「心を鎮める」べく、まずは

「ひろしま通」になるべく、頑張りたいと思っています。 

卓話時間 

ニコニコ箱                  ニコニコ委員会 
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これからは私の勤務する「あいおいニッセイ同和損保」について、

皆さんにご紹介させて頂きます。 

当社は２００１年４月大東京火災、千代田火災が合併した「あい

おい損保」と同じく２２００１年４月に同和火災とニッセイ損保が合

併した「ニッセイ同和損保」が２０１０年１０月に合併して発足いた

しました。いわゆる４つの損害保険会社が合併してできた損害

保険会社です。 

また、当社は三井住友海上、当社を基幹とするＭＳ＆AD インシ

ュアランスグループホールディング株式会社の一員である事業

会社です。グループの中では、三井住友海上は財閥系というこ

ともあり、企業のお客様・海外展開等総合損害保険会社として

の強みを持つ会社です。当社の場合は、主に国内就中リテー

ル領域に強みを持つ会社としてグループ内での役割を担って

います。特に、当社は従来から、トヨタ・日本生命との関係が深く、

自動車販売店様、ニッセイ職員の皆様を通じた保険販売に特

徴を有する会社です。 

このような販売基盤の特徴を持つ関係上、自動車保険のウエイ

トが高く、自動車保険に特徴、強みを持つ会社としてマーケット

においても評価されています。 

また、私は、この３月末まで約２０年間商品の開発部門に携わっ

てまいりました。現在の当社の主力商品のほとんどの商品の開

発には、担当・課長・部長時代に関与してきました。 

ちなみに私が携わった、特徴ある商品を２，３お話ししますと、一

つは従業員の雇用に関する保険です。海外ではセクハラ、パワ

ハラ等による従業員からの雇用に関する企業の賠償責任を補

償する損害保険はわりとあったのですが、国内ではあまり多くな

く、当時は業界初の開発となりました。ところが、開発当時はマ

ダマダこの危機意識はまだまだ薄く、あまり売れませんでした。

お陰様で最近は本商品の話題性は強く、契約にはならないまで

も多くの引き合いを頂いております。つい、最近は会社役員賠

償責任の特約として、経営者・役員の皆さんがセクハラ、パワハ

ラ等で従業員との雇用上のトラブルになった場合の補償も開始

しております。 

最近ではベネッセでの個人情報漏えい事件が発生し話題にな

っておりますが「個人情報漏えい賠償責任保険」の保険開発に

も携わりました。この保険は情報漏えいに伴う、お客様への見舞

金、トラブル対応費用、万一の賠償金等を補償するものですが、

法制定とともに少しずつ売れてきておりましたが、今回のケース

を契機として多くの引き合いが寄せられております。 

概して、私の開発した商品は、マーケットニーズより早すぎる傾

向があり、あとからジワリとニーズが出てくるケースが多いようで、

今でも「オオカミ少年」、所謂「とても売れそうなことをいいながら

なかなか目標に届かない」と言われることがあります。 

夢を追い続けることも必要ですが、事業会社としてのコストパフ

ォーマンスを考えるとニーズと発売タイミングは本当に悩ましいも

のがあります。 

皆様に是非、ご紹介したい当社の特徴につき是非お話をさせて

下さい。 

先ほども少しお話いたしましたが、当社の行動方針の一つは地

域密着、いわゆる「それぞれの地域に根差した企業を目指す」こ

とであり、当社の中でも最も重要視されている方針です。勿論、

損害保険の本業で各地域のお客様の支持を得ることは当然で、

保険会社の根幹である保険金のお支払いにおいても、先ほど

お話しした「迅速」「頼れる」「優しい」をベースにお客様への対

応を心掛けております。ちなみに今回の大規模土砂災害にお

いても、家屋の損害、お車の損害を中心に、当社の大切なお客

様が被害にあわれました。 

火災保険、車両保険において水害を補償する内容のお客様か

らの現在の事故報告件数は約４００件強にもなってきました。私

どもはお客様からのご報告を受けるだけでなく、該当地域のお

客様にはできるだけ、会社・代理店の方から「お見舞いコール」

をお一人お一人にご案内し、ご相談に乗る取組も先週より実施

中です。このことで、既に被害契約への立会も８０％強となり、支

払のスピードも加速している状況です。 

今日は、むしろ本業以外の地域に根付くための当社の活動をご

紹介したいと思います。 

１点目は交通事故のない未来に向けた取り組みです。 

企業のお客様向けの事故防止コンサルティングからスマートフ

ォン、タブレット端末を活用したアプリの提供、交通安全グッズの

ご提供等幅広い活動を展開しております。 

例えばシニアドライバー向けのベテランドライバーサポートデス

クは安全運転に関する電話相談のほか、高齢者講習制度等の

各種情報をご提供する専用デスクを業界独自の取り組みとして

開設しており、幼児向けの交通安全絵本の企画、企業のお客

様と取り組むエコ安全ドライブ・無事故推進運動の取組も当社

ならではの取組として評価を受けています。 

また、最近では自転車事故防止啓発運動も積極的に取り組ん

でおります。 

２点目は地域、地域での企業の皆様との連携です。各地域にお

いて賛同頂いた企業の皆様と地域 AD 倶楽部を立ち上げ、セミ

ナー等お役立ち情報の発信、企業交流会など企業交流の場の

ご提供、会員企業の皆様とともに、東日本大震災被災地支援・

地域社会貢献活動を行っております。 

私ども中国本部においても「中国 AD 倶楽部」が立ち上がってお

り、１，０００社を超える皆様と連携させて頂いております。 

中でも、当社は皆様も懐かしく感じられると思いますが、損保業

界唯一のベルマーク協賛企業としてベルマーク運動に参加して

います。自動車保険をはじめ、火災保険、傷害保険など主に一

般家庭向けの保険商品にはベルマークがついており、特に小

学校のお子さんのいるご家庭では大変喜ばれております。 

このベルマークの運動を地域 AD 倶楽部の皆様にも呼びかけ、

各会社においてもベルマーク収集をよびかけ、ご協力を頂き被

災地の学校支援に地域の企業の皆様とともに活動しています。 

このように様々な取り組みを本業以外でも、地域の皆様に少し

でもお役立ちしたく取り組んでおりますが、最近の話題としては、

日本パラリンピック委員会のオフィシアルパートナー契約を当社

は締結しました。これからは全国各地での障害者スポーツ、パラ

リンピック競技の普及活動及び競技大会の支援活動等を積極

的に進めていきます。この取り組みは、２０２０年東京オリンピック

と同じく開催されるパラリンピック成功へと必ずつながると思って

おります。 

以上、本業以外の当社の特徴につきご紹介させて頂きました。

事故を防止する活動等損害保険の販売以外にも皆様にお役立

ちできる活動を積極的に行う会社です。私個人ともどもあいおい

ニッセイ同和損保も是非ご愛顧賜りますようお願い申し上げま

す。私もこれから、当広島北ロータリークラブの会員として恥じる

ことのないよう自己研さんを積んでまいりたいと思います。 

今後ともご指導・ご鞭撻のほど何卒よろしくお願い申し上げます。

ご清聴ありがとうございました。 
 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１４年９月４日（木） 会員数 ８５名 

出席 ７２名  欠席 １３名  ゲスト  １名 

８月２１日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

徐  星云 様 (米山奨学生) 

■次回例会  ２０１４年９月１８日（木） 

卓話 「野球による青少年育成」  

    広陵高等学校野球部監督 中井 哲之 氏 


