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「ロケット宇宙衛星から
ホールインワン保険まで」
女優さんの脚から月着陸までとか、
色々な表現がありますが、およそ世界
中で保険につけることが出来る危険で
ロイズで引き受けることのできないも
のは、一つもないといわれています。損
害保険は、生命保険が対象とするもの
以外であれば、なんでも保険の対象とすることが出来る
といっても過言ではないでしょう。勿論、保険会社はカス
ミを食べて生きているのではないので、いくら保険の対
象になるからといっても、一定の法則確率に基づいて保
険料を算出し、保険として引き受けるかどうかの判断を
します。
一般に普及している火災、自動車、傷害、賠償責任等
の保険は、世界各国の保険会社のほとんどが取り扱って
いますが、ものによっては保険の対象となるものの数が
少なかったり、今まで引き受けた経験のない新しい危険
もあります。こうしたものは、引き受ける保険会社も少な
く、保険料はいくらにすればいいか判断しかねます。従っ
て、こうした危険については、特殊なマーケットでしか引
き受けてもらえず、この特殊なマーケットというのが、よ
く耳にするロンドンのロイズであります。
ロイズは、世界のどこにもその類をみない一大保険市
場であります。そこでは、殆どすべてのものの保険が引
き受けられます。ロケット、宇宙衛星、スーパータンカー、
ジャンボジェット機、石油化学コンビナート、建設工事プロ
ジェクト、海底油田掘削作業をはじめ無数の危険がロイ
ズでは付保されています。しかも、それらの保険の申し
込みは、地球のあらゆるところからロイズにやってきま
す。一日あたりの保険料収入は、４０億円（３０年前）を超
えているそうです。およそ保険につけることの危険で、
ロイズにおいて引き受けることのできないものは、一つ
もないといわれています。もし、ロイズで引き受けること
のできない危険があるならば、世界中どこにいっても引
き受けてもらえないといっても差支えないでしょう。
人の一生は、誕生で始まり、死亡で終わります。赤ちゃ
んとして誕生してから死亡するまで種々の保険が存在し
ます。生命保険を連想されるかもしれませんが、人が生
存中に遭遇する危険をカバーする損害保険も数多く発
売されています。また機会があれば、次回に！
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◇報告事項

～第２回理事会報告～

①ニコボックス残高
167,515円
②ロータリーレート
1ドル100円（前月末99円）
③地区内職業奉仕委員長会議
2013年8月23日（金）12：00～16：00 名鉄ニューグランドホテル
西岡職業奉仕委員長（登）8,000円
④地区内クラブ研修・情報委員長会議
2013年8月29日（木）14：00～17：00 名鉄グランドホテル
西岡パスト会長（登）7,000円
⑤地区青少年サミット
2013年9月1日（日）15：30～20：00 キャッスルプラザホテル
柴田会長・春木幹事・岩田新世代奉仕委員長（登）9,000円
⑥第3期ＲＬＩ2760分科会研修
パートⅠ2013年9月8日（日）9：30～17：00 星城大学ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ学院
パートⅡ
10月6日（日）9：30～17：00
〃
パートⅢ
11月10日（日）9：30～18：30 名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
松岡会長エレクト（登）パートⅠ・Ⅱともに6,000円 パートⅢ12,000円
⑦クラブ米山奨学委員長会議・米山奨学生学友会総会
2013年9月12日（木）16：00～20：30 ホテルキャッスルプラザ
山中米山奨学委員長（登）10,000円
⑧第11回RCC交流会議
2013年9月19日（木）16：00～ 名鉄グランドホテル
大森社会奉仕委員長（登）10,000円
⑨ガバナー補佐訪問
2013年9月25日（水）
6：00～16：30
会長幹事会（予定）
6：30～17：50
クラブ協議会（予定）
18：00～19：00
例会
訪問者：西尾張分区ガバナー補佐 小島 三男
⑩ガバナー公式訪問
2013年10月11日（金）12：30～13：30 一宮商工会議所3Fホール
一宮北RC・一宮中央RCの合同例会 ホスト：一宮北RC
訪問者：RI2760地区ガバナー
田中 正規
〃 地区幹事
榊原 勝俊
⑪地区大会 大会登録料：12,000円
第1日目11月23日（土）ウェスティンナゴヤキャッスル
15：30～本会議1日目
17：45～RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会
出席義務者：会長・幹事
第2日目11月24日（日）ウェスティンナゴヤキャッスル
11：00～RI会長代理主催顕彰昼食会
12：45～本会議2日目
15：45～記念講演
出席義務者：会長・幹事・理事役員委員長
地区委員会委員・入会3年未満の会員
⑫一宮市日の丸会退会の件 7/4（木）退会の意向連絡し、受諾
◇審議事項
①第1083回例会（西尾張分区合同ゴルフ競技会10/23）の予算に関する件
②第1072回例会（ゆったり例会7/31）の決算に関する件
③新会員の入会に関する件
④「在宅医療、介護保険と認知症」後援名義使用許可に関する件
⑤クラブ会報（週報）配信に関する件
⑥事務局の夏季休暇に関する件
【すべて承認】

8月は会員増強及び拡大月間です

「会員増強いつやるの。今でしょ！」
会員選考・増強委員長

白木公明君

今年度一宮中央RCと し
て一番力を入れている課
題は、２０１３年６月３０日期末
の会員数が４６名でしたが、
新年度７月1日は、４２名でス
タートしました。７月２６日、２
７６０地区会員増強セミナー
が、名古屋国際センターで
研修がありその報告を受け
ました。どの クラ ブ でも 会
員減少の傾向にあり、ロー
タリ ーの 奉仕 活動 に、クラ
ブ運営に影響大であります。会員の増加はこれから若い
会員、女性会員の勧誘が大切と同時に、いまみえる会員
自身の強化、結束が必要です。3年に一度開催されます
規定審議会、国際ロータリー２０１３年規定審議会におきま
して、会員資格に家事従事の主婦（主夫）も対象者に入れ
ると決まりました。幅広い人材をまた、時世の流れを感じ
ました。この時、新しいクラブ“名古屋アイリスＲＣ”の紹介
がありました。３３名のメンバーでスタートです。
私は、７月１０日例会担当日に、メンバーの意識調査を簡
単でかつ、１５分の時間のない中、１８名の方から回答をい
ただきました。とても短い時間の中、回収率５４.５％の方
からいただき大変感激いたしました。その中身について、
報告致します。
①年齢別では、５０代の方が４２％、次いで６０代の方２
８％、在籍期間２０年以上３３％、１０年以内５０％
②当クラブの今後の会員数の目標は、５０～６０名が最適
であると回答いただきました。そして、会員の新規入会
者の募集も大切だが、仲間の退会者を絶対ださない
ことの強い意見あり
③当クラブの活動及び地域への浸透をどう進めるべき
か、今迄クラブの活動状況が目に見えにくかった。自分
の職業を通して、奉仕貢献をしたい意見が多くありま
した。
④ロータリーと財団の関係ですが、良く分からないとい
う人が多かった。財団は、ロータリーがあっての財団で
す。メンバーが多くなれば、世界へ良いことも沢山出
来ます。一人一人の支援へと通じるのです。
⑤最後の設問 我がクラブは、夜間例会です。西尾張分
区でも唯一のクラブで、日中活躍が難しい会員が多い
中、１８名中１７名の方が一宮中央ＲＣに入会出来大変良
かったと意思表示をいただいたことです。まだまだ魅
力満天のクラブです。会員増強には、皆様一人一人の
力添えできっと成果があること確信しております。
第１回地区国際奉仕委員長会議
国際奉仕委員長

山田秀代君

田 中 正 規 ガ バ ナ ー の 挨 拶 で、
「今年度の世界大会は２０１４年６月１
日に、オーストラリアのシドニーで開
催されます。皆様多数参加して下さ
い。世界大会に参加するのも国際奉
仕ですよ」と話されました。次に地区
の国際奉仕委員長の佐藤さんが、ベ
トナム、バロック市グランチャイナ小学校に中古のパソコ
ンを２６台持って行きましたと報告が有りました。講演で
は、公益社団法人 日本ユネスコ協会から「学校に通えな
い子供達に世界寺子屋運動」の協力のお願いでした。
今年度の地区の国際奉仕委員会は、名古屋和合ロータ
リークラブが中心になってカンボジア支援プロジェクト
「カンボジアの子供達に良質の水を」ワールドフード・ふれ
愛フェスタ２０１３年１１月２日(土)・３日（日）・４日（月祝）に名
古屋栄、久屋大通公園「もちの木広場～さかえ川一帯」
で広く皆様に参加して頂いて支援金を集めます。イベント
を通じての収益金でカンボジアに簡易水道施設を建設し
ます。特別に何も予定の無い各ローターリークラブは支
援金に協力をお願いしますと言われました。

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆熊澤勝則様（尾張中央ＲＣ会長）
お世話になります。よろしくお願いします。
☆平岩慎次様（尾張中央ＲＣ幹事）
お世話になります。幹事です。宜しくお願いします。
☆理事役員一同
☆春木和美君
柴田年度第２回理事会も無事に終了しました。理事役員
の皆様、ありがとうございました。
☆今井多美子君
例会に出席できたので。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
今日は、山形の花笠音頭で賑わっております。会員増強
が成功しますことを祈念します。
☆森 俊一郎君
暑い!! でも痛風でビールが飲めない、つらい!!
☆佐藤祐造君
例会に出席できたので。
☆柴田裕市君
８月は会員増強月間です。会員増強にご協力お願いし
ます。
☆白木公明君
会員増強委員会担当例会です。宜しくお願い申し上げ
ます。
☆田宮 均君
健康であることに。
☆鵜飼俊光君
先週のゆったり例会、楽しかったです。
第１０７3回（当年度6回）の記録
□平成25年8月7日（水）18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所3F
□開会の点鐘 柴田会長
□ロータリーソング 「奉仕の理想」
□ビジター 熊澤勝則様・平岩慎次様（尾張中央RC）
□創立30周年ご挨拶 熊澤勝則様・平岩慎次様（尾張中央RC)
□親睦活動委員会 加藤辰己委員長
□出席・ニコボックス報告 今井委員
□国際奉仕委員会 山田委員長
□幹事報告 春木幹事
会 員 総 数
会員出席
状況報告

４２ 名

出席会員数

３２名

他クラブ出席数

４名

修正出席率

前々
（7/24）

次回８月25日（日）の予定
（28日の例会変更）
鵜飼例会
岐阜県関市小瀬
15：15 織姫像付近集合・出発

８５．７１％
９２．８６％

