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第 543 回 2015 年 10 月 13 日(火)例会

Be a gift to the world
心からあたたまる、
お接待をしよう

副会長：岡崎 秀仁
幹 事：壬生 那昭
副幹事：片岡 由紀夫
創 立 2003 年 4 月 27 日
例会日時 火曜日(12：30～13：30)
例会場 ホテル日航旭ロイヤル
事務局 高知市本町 3-2-15
高知新聞放送会館１階 TEL 088-824-8660
●国旗儀礼 本日の歌(奉仕の心)

みなさまこんにちは、秋晴れの清々しい日が続いていま
す。来月 19 日はみんなで訪問例会で、南クラブにお邪
魔します。その夜はボジョレヌーヴォー例会で、1 日に 2 回
の例会があるスーパーデイになります。宜しくお願いします。

●本日のビジター
高知西 RC 尾﨑 元晴 様

Today’s Lunch

今日 13 日は「サツマイモの日」だそうです。昔川越市はサ
ツマイモの産地で美味しい芋が沢山採れたそうです。江戸
から 13 里の距離にあったので、栗より美味い 13 里と言っ
た売り文句の 13 里から芋の美味しい 10 月の 13 日が記
念日となったそうです。美味しいので食べ過ぎで「天高く○○
肥える秋」とならないようご注意ください。毎度ありがとうご
ざいます。ビジターの尾崎さんごゆっくりおくつろぎください。
幹事報告

今 後 の 予 定

本日の報告

今 後 の予 定
11 月 24 日(火) 19 日夜間例会に振り替え。

山本登志夫会員。家庭記念日 10 月 10 日

11 月 23 日(火)吉原ふれあいの里植樹祭
11 月 17 日(火) 19 日の高知南 RC 合同例会

10 月 10 日に愛仁園から感謝祭のご案内があり

に振替。

片岡由紀夫会員と私(幹事)の 2 名で出席させ

11 月 10 日(火) 6 日の４RC 合同夜間例会に

ていただきました。

振替。

当会の山本恒夫会員が、南国市議会に再選され

11 月 3 日(火) 文化の日のため休会

ました。

10 月 27 日(火) ロータリー休日

来月例会変更が多いのでご確認をお願いします。

10 月 20 日(火) 例会 卓話

(詳細は、ホームページに掲載しています)

その他の予定はわかり次第お知らせします。

例会情報
卓 話：山本 登志夫 会員
テーマ： 私の履歴書

私の履歴書 ４２歳。室戸市出身です。高校は高知工業インテリア科です。その後は２７歳まで飲食店で働いていま
した。
その頃働いていたお店が閉店した時に「あんたに向いてる仕事がある」と誘われたのが保険の仕事でした。
その当時は保険の仕事に嫌悪感を抱いてました。何故かというと自分が働いてたお店に生保レディがよく来店してまし
た。
来られる度に保険を勧めてくるし、あんまり事シワイき加入するとパッタリ来なくなる、次に来店すると辞めてる...多々あ
りましたので嫌いな仕事でした。 が、「三か月だけでもかまんき」と誘われ断りきれず、マニュライフ生命に入社しまし
た。
三か月のつもりが約１５年在籍しましたが。
マニュライフ生命は外資系の会社で本社はカナダにある非常に大きな会社でした。
が、当時は女性職員２００名位で男性職員３名... 平均年齢５０歳位のお姉さま方ばかり....
一年後には男性１人...
とにかく１０年頑張ろう。と、思うも「どうしよう....」「誰に教えてもらおう...」が現実でした。
とりあえずバリバリのお姉さまに毎日ついて回りました。色々教わりました。
とにかく出来ることをしよう。自分以外は見込み客。高知県に８０万人も人がすんでる。知識を身に付けよう。と考えを
変えました。
とりあえず夜の街で働いている人たちをターゲットに販売しました。ライバルもいませんし、飲むのが好きですし...、とにかく
覚えることが多い仕事です。保険業法、商法、税法、民法、個人情報保護法 etc...
その当時、世帯加入率 93％ 平均加入件数 4.3 件 一世帯¥43000 位だったと思います。
今はもう少し減っていますが、加入率、約９０％の中の約７０％の加入者が自分の保険の内容が不満、不安、内容
をよく知らない。
凄くないですか？内容をよく知らないって？お金払ってるのに？
一般的に２０歳から６５歳ー７５歳まで支払う保険料は３０００万位だと言われています。多い人はもっと払っています。
何故か？
皆さんはマイホームを購入するときは時間かけて考えますよね？スーパーが近くにあるか？子供の環境にイイか？
静かか？ 家の間取りとか？色々と考えると思います。 それは家が高い買い物だから納得して購入したいからですよ
ね？
では保険はどうでしょうか？結構、保険のおばちゃんに勧められるがままに加入する、面倒だから任す、多いです。
そういう人。 後々に自動更新してしまい洒落にならない保険料になって担当に電話したら退職している.....
多いです。そういう人。

比較的、担当の職員に説得されて加入する人が圧倒的に多いです。
家は納得して購入するが保険は説得... ３０００万も払うのに...
現在は色々と進化しています。車も電気で走り、携帯電話も手元にパソコン同様、医療もガンは切らずに治せる時代。
皆さんも燃費のいい車に乗り、スマホを持ち、医療もイイ治療を受けたい。ですよね？
でも保険は一昔前の保険....お守りと思って加入している保険に守られていない人が多いのが現実です。
保険は歳がいけばいくほど高くなるのではなく、歳がいけばむしろ安くなり、安くなった分は老後の為でも何でも貯蓄に回す。
では、いつ見直したらイイのかの質問されますが 若くて元気なのは間違いなく今ですよね？
今年からマイナンバー制度が始まります。
今よりも保険を上手に利用する時代が間違いなく到来します。
私も頑張って一人でも多くのお客様に喜んで頂ける様に頑張っていきます。
これからも皆さんよろしくお願いいたします。

家庭記念日 山本登志夫 会員
結婚記念日を 10 月 10 日の覚えやすい日にしましたが
毎年忘れてしまっています。
この後卓話でお話させていただきます。
ありがとうございました。

委 員 会 報 告

親睦委員会です。

以前卓話をしていただいた、山中千枝子さんの

11 月 19 日夜間例会は 5F でスタンディングワイ

ネットから子供たちを守る話がありましたが、学

ンバーを開催します。

校向けの LINE で広島のリータリーの方が運営

11 月 6 日の 4 ロータリー合同の出し物ですが

しており各種連絡網を構築している模様です。

決まっていませんのでご提案をお願いします。

県展で土居恒夫会員の作品等多数鑑賞しました

●ニコニコ箱(10 月 13 日) 寄付をいただいた方々。(順不同)
山本登志夫 会員、 平岡勉 会員、 片岡由紀夫 会員、 田岡一徳 会員、 二宮邦江 会員
清水敏博 会員、 小川龍明 会員、 野村和男 会員、 近藤善資 会員、 品原一夫 会員
山下等 会員、 小林津月 会員、 國澤忠司 会員、 兵等弥生 会員

出席率報告

ニコニコ箱金額と累計
10 月 13 日
20,000 円

累

計

224,000 円

以上 14 名

総数

出席

欠席

Ｍ.Ｕ

出席率

10 月 13 日

25

21

3

1

88.00

9 月 29 日

24

19

2

3

91.67

