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会員出席報告
本 日

会 員 数

出 席

欠 席

出 席 率

２３名

１４名

９名

６６.６７％

前々回(9 月 22 日) 欠席 4 名 Make up 0 名 ８０.９５％
欠席者：市川会員､今井会員､遠藤会員､坂本会員､徳安会員
髙木会員､上野会員

井元雄一会員
ワンポイントエクササイズ

上半身のストレッチ！
職業について
大羽将裕会員「スポーツクラブ」

入会卓話

菅野 研一会員

私は現在、朝日生命保険相互
会社小杉西営業所で所長を務め
ております。
私の一族はいわゆる「経営者
一族」です。
父は、もう引退しましたが、
かつては小田原市で金属プレス
製品製造業の会社を営んでおり、
弟は、宮前区で内装業の会社を営んでおります。
（来歴）
前述のとおり、父が経営者であったため、学生時代
の私は、在学中に社会保険労務士の資格を取得して、
父をはじめとする経営者の役に立つ存在になりたいと
考えておりました。
しかし、私は若くしてガンに罹患してしまったため、
上記を断念しました。
更に、縁あって学生結婚・子供を授かったため急遽
福利厚生の充実した就職先を探し、結果として、朝日
生命保険に入社することができました。

健康に関することをしたい、若
い世代を育てたいという思いから
整骨院とスポーツジムを千葉県の
八千代市にオープンしました。コ
ロナ禍もあり大変な時期もありま
したが、お陰様で 500 名を超える
会員にまでになりました。整骨院
も順調に推移しています。
若い世代を育てるにあたってはマネジメントに徹し、
口を出さずに顔をだして見守るというスタンスで行っ
ています。また健康については、お坊さんや神主さん
の知り合いができ修験（しゅげん）という山修行を行
っています。健康を一元で語らず、同じ病状であって
も気持ちの問題など、原因が様々でいろいろなところ
がつながっている。それを明るく笑顔で伝えていけれ
ばと思っています。これからは 2 店舗目・３店舗目と
若いリーダーを育てていければと思っています。

（朝日生命保険相互会社の歴史について）
１８８８年 帝国生命保険創業
創業者の福原有信は、資生堂の創業者でもあって、
次のような先進性ある経営を遂行した。
・画期的な「利付配当付保険」を販売
（契約者に配当を実施、当時としては先進的）
・女性事務員を多数採用
（女性の働く場を提供、これも当時としては先進的）

会長のロータリーTime

１９４７年 朝日生命保険相互会社設立

「ロータリーとウクライナ」
２０２２年１０月２０日 会長ロータリーTime
ロシアのウクライナ侵攻に対して、ロータリーではす
でに１５００万ドル以上の寄付を募っているようです。
また、ウクライナの会員やローターアクターの脱出に
は近隣国のロータリアンが尽力しております。ロータ
リアンとして、注視していきたいと思います。

１９１０年 帝国生命は、古河系列（三水会）に入る。
古河グループには、みずほＦＧの他、富士通、日本
通運が属しており、このため、富士通とは社内ＩＴ網
で、日本通運とは業務提携等で、事業シナジー効果を
享受することができました。
その後、東洋生命保険（渋沢栄一が創業）を事実上
吸収合併、前川生命保険を合併。
１９４８年 団体月払保険の取扱い開始
１９６０年 財団法人 朝日生命成人病研究所設立
（糖尿病の専門病院）
１９９１年 多摩本社（多摩センター）完成
２０００年 菅野会員が入社

２０１８年 創業１３０周年

２．今週末に地区大会が開催されます。
11 月 11 日(金) 点鐘：14：00
パシフィコ横浜会議センター3F 301-・302
11 月 12 日(土) 点鐘：12：30
パシフィコ横浜会議センター1F メインホール
懇親会：18：00-19：30 301-・302
３．理事会報告

２０２３年 創業１３５周年、現在に至る。

幹事報告

この頃、東京海上日動と共に「ミレアホールディン
グス」傘下に入るべく準備を進めていましたが、社内
の反対論が強く、構想は実現しませんでした。
２０１３年 形のない保険商品（介護保険）が「グッ
ドデザイン賞」を受賞しました。

井元 雄一 副幹事（１１月１０日）

１． 地区からの来信
①2023-24 年度ロータリー財団奨学生募集開始。
Ａ：グローバル補助金奨学金
奨学金額：30,000 ドル～50,00 ドル/人
（ロータリークラブに入会したきっかけ）
募集人数：2～5 名
Ｂ：地区補助金奨学金
前述のとおり、私の父も弟も会社経営に携わって
奨学金額：上限 27,000 ドル/人募集人数：2～3 名
おり、いわば「経営者一族」の家で育ちました。
対象者：Ａ・Ｂともに、2023
年 7 月 1 日～2024 年
しかしながら、私自身は企業経営をしていないので、
6 月 30 日に留学を開始する方
会員の皆様の苦楽を学び、自分の成長に繋ぎたいと
※応募方法など詳細は、地区のＨＰをご覧ください。
考えて川崎中原ロータリークラブに入会しました。
②「米山奨学生を囲む集い」開催のご案内。
日時：2022 年 12 月 4 日(日) 16：00-18：30
場所：崎陽軒 本店
ニコニコ報告
※市川カウンセラーとビルグーン君、出席予定。
◆神谷 直会長・内藤松雄幹事
③ＲＬＩパート 3 開催のご案内 ※ご案内配信済み
皆様おはようございます。
日時：2022 年 11 月 27 日(日) 9：00-17：20
10 月 17 日川崎中 RC50 周年の祝賀会へ行ってきま
場所：聖光学院中学･高等学校
した。大勢の方がいらっしゃってあらためてロータ
リーの絆を感じました。
２．他クラブ例会臨時変更
菅野さんの入会卓話よろくお願いします。
●川崎大師 RC 1
◆小林正樹会員
11 月 16 日⇒21 日(月) 3RC 合同親睦夜間例会
川崎日航ホテル 点鐘 18：30
菅野研一会員卓話楽しみにしておりました。
●川崎鷺沼 RC
◆江口 進会員
11 月 16 日⇒15 日(火) 川崎高津 RC と合同例会
菅野会員、新入会卓話楽しみにしております。
ＫＳＰ
点鐘 18：00
すっかり寒くなってきました。コロナ感染が少し増
●川崎ﾏﾘｰﾝ RC
してきたようです。ご家族ともいっそうご自愛くだ
11 月 10 日⇒12 日(土) 地区大会参加
11 月 17 日⇒21 日(月) 3RC 合同親睦夜間例会
さいますようお願い申し上げます。
川崎日航ホテル 点鐘 18：30
◆宮崎玲児会員
11 月 24 日(木) 休会
週末に上野さんの映画「向田理髪店」を観てきまし
●川崎高津 RC
た。ほのぼのとしたとてもいい映画でした。ロータ
11 月 10 日⇒12 日(土) 地区大会参加
リークラブ 2590 地区マークとエンドポリオのマー
11 月 17 日(木)-18 日(金) 親睦移動例会
クがエンドロールにばっちり出てました！！
箱根湯本富士屋ホテル点鐘 18：30
11 月 24 日⇒15 日(火) 川崎鷺沼 RC と合同夜間例会
◆井元雄一会員
ＫＳＰ
点鐘 18：00
おかげ様で私の著書、増刷が決定したと出版社から
●川崎中央
RC
連絡がありました。ありがとうございます。さらに
11 月 14 日⇒12 日(土) 地区大会参加
アマゾンから電子書籍も出ることになりました。皆
11 月 21 日(月) 3RC 合同親睦例会
様のおかげです。これからも国民の健康のために頑
川崎日航ホテル 点鐘 18：00
張りたいと思います。
●川崎とどろき RC
◆SAA 一同
11 月 14 日･21 日(月) 休会
おはようございます。朝晩がだんだんと冷え込み秋
●川崎高津南 RC
が深まってまいりましたね。皆様体調ご自愛下さい。
11 月 14 日⇒12 日(土) 地区大会参加
本日の入会卓話楽しみにしています。
●川崎中 RC
11 月 15 日･22 日(火) 休会
日本の生命保険会社の中で、単独で生き残っている
会社は、当社と日本生命保険だけです。

◆親睦委員会一同
朝晩が寒くなりましたネ。皆様お体にはご自愛くだ
さい。菅野様卓話楽しみです。宜しくお願いします。
◆「みんなニコニコ」
江口 進会員・神林久雄会員・細田 研会員
ニコニコボックス

本日

9,000 円 累計

126,000 円

記念日ニコニコ

本日

円

25,000 円

会長報告

神谷

累計

直 会長（１１月１０日）

１．川崎中 RC より、創立 50 周年記念式典の礼状を
頂戴しております。

●川崎西北 RC
11 月 17 日⇒12 日(土) 地区大会参加
●川崎麻生 RC
11 月 25 日(金)ホテルモリノ
点鐘 12：30
●川崎百合丘 RC
11 月 29 日(火)
笹子うどん 点鐘 18：00
●横浜あざみ RC
11 月 30 日(水) 市立あざみ野中学校
「職業を語る会」
点鐘 12：00

１１月１７日(木) 点鐘 7：15
Ｒ財団月間卓話：
地区Ｒ財団委員会副委員長 鈴木慎二郎様
「難しくないロータリー財団」

