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2021-2022 年度 第 1932 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：関口 隆 幹事：佐々木 隆 広報委員会リーダー：仲田俊夫 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6 ホテルニューイタヤ内 

TEL：028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

    司 会               横尾 憲一 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「それでこそロータリー」   

 

    ビジター紹介            黒崎 丈博 親睦家族委員長 

 

§ レ・ホン・ハ君（米山奨学生） 

 

    会長挨拶               関口 隆 会長 

    

     皆さんこんにちは。 

     先週の創立 40周年記念式典、皆様のご尽力のお陰で盛況となり誠にありがとうございました。 

     本日は、ロータリーの相互主義についてお話致します。 

     ロータリーは「相互主義」であるというのは、ロータリーインターナショナル(RI)と会員の皆様が「相

互主義」となります。それは、会員は RI に会費を支払います。RI はその会費に見合った分のロータリ

ー活動を提供しなければなりません。RI が会員により良いサービスを提供することによって会員増強

につながり、RI は職業奉仕を提供し奉仕活動に関しての研修の場の提供。RI が開催する奉仕の場に参

加する義務が会員にあります。(相互義務)出席率の向上に努め、会員として有意義な例会が提供されれ

ば自ずと出席率も上がることでしょう。どうぞ皆様お忘れなきようよろしくお願い致します。 

 

    新入会員入会式 

    

    竹田 佳生 会員 

    東京海上日動火災保険株式会社 宇都宮支店 支店長 

     

    推薦者：山本敬三会員 

 

 

       

4 月 第 3 例会          

2022 年 4 月 20 日(水)      会員数 53名 出席 36 名 

名 
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    幹事報告               黒崎 丈博 副幹事 

    

§ RLI研修を入会 5年未満の会員にお知らせ致しました。出欠のお返事をお願い致します。 

  開催日：5月 30日(月) 31日(日) 6月 9日(木) 10日(金) 

§ 5月 11日(水)パスト会長会を開催致します。(ホテルニューイタヤ割烹但馬) 

§ 5月 25日(水)第 3回会長幹事会が開催されます。当クラブがホストとなり、新旧会長幹事が参加致し 

ます。皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

   § 甲子園野球大会の参加が決定致しました。参加支援金の募集を行いますのでご協力をよろしくお願い

致します。(ボックス設置) 

 

    米山記念奨学会委員会報告 

    

   § 米山奨学生レ・ホン・ハ君に奨学金の支給がございました。 

 

   創立 40 周年記念式典実行委員会報告   村上 芳弘 実行委員長 

 

   創立 40周年記念式典が皆様のご協力をもって無事終了することができました。ありがとうございました。 

 

   4 月のお祝い事             黒崎 丈博 親睦家族委員長 

    

§入会記念 高久和男会員・長谷川博夫会員・川又俊治会員・関 昌也会員・猪瀬龍之介会員 

      五十畑嘉会員 

§会員誕生 若月章男会員・若林博純会員・坂井俊司会員・山本敬三会員 

§夫人誕生 黒崎丈博会員・塚田典功会員 

§創立記念 坂本昭一会員 (株)新光印刷 ・ 若林博純会員（株）若林 ・ 仁平尚輝会員（株）ARC 

菊池 功会員（株）八幡 ・ 高久和男会員 イートランド(株) ・ 黒崎丈博会員（株）輝工業 

長谷川博夫会員（株）デザインオフィス・スイッチ・横尾憲一会員 ヨコオ保険事務所 

§結婚記念 金田秀壽会員・荻原英美会員・坂本昭一会員・藤島 拓会員・嶋田辰雄会員・塚田典功会員 

      五十畑嘉会員 

 

    ガバナー月信掲載報告        横尾 憲一 子ども食堂小委員会委員長 

 

§ガバナー月信 4月号 P6に子ども食堂活動の記事が掲載されました。ご一読ください。 

 記事投稿者：横尾憲一 子ども食堂小委員会委員長 

 

    スマイルボックス委員会報告      青木 克浩 委員長 

 

§平澤照隆副会長 夏になったり冬に戻ったり、大変忙しい毎日です。本日の卓話、竹田さんよろしくお

願い致します。 

§佐々木隆幹事  竹田さんよろしくお願い致します！ 
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§村上芳弘会員  関口会長年度に於いて 40 周年記念式典が皆様のご協力で無事終了したことに感謝申

し上げます。 

§仲田俊夫会員  関口会長挨拶、幹事報告、竹田会員新入会員卓話ご苦労様です。 

§坂本昭一会員  創立 40周年記念式典が無事終了し、おめでとうございます。40周年記念誌これから

作成にかかります。よろしくお願い致します。 

§小保方明美会員 先週の 40 周年記念式典、役員、会員の皆様、大変ご苦労様でした。充実した式典で

した。今から 15年前、亡き主人が会長の時、25周年記念式典を行いましたが、その

時のことがいろいろと思い出されました。遠い昔になってしまいました。 

§嶋田辰雄会員  今週土曜日より、野球部練習が始まります。多数のご参加よろしくお願い致します。 

§塩田 潔会員  野球部の甲子園出場おめでとうございます。応援に行きますので、頑張ってくださ

い！ 

§金田秀壽会員  弥生の五月人形を息子と買いに行きました。嬉しかったです。早く戦争が終わります

ように祈ります。 

§鈴木秀明会員  昼食を食べられることに感謝してスマイルします。 

§黒崎丈博会員  本日も例会よろしくお願いします。 

§川辺康子会員  昨日のゴルフコンペお疲れさまでした。 

§青木克浩会員  所用で甲子園には参加できませんが、球場を満喫して来てください！ 

 

      多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   13 名 金額  17,000 円  

 

   新入会員卓話 

 

    

竹田 佳生 会員  

 

東京海上日動火災保険株式会社 宇都宮支店長 

 

 

１．生い立ち 

➢ 生年月日：1975 年（昭和 50 年）5 月 1 日（現在 46 歳） 

➢ 出身：兵庫県川西市 ／ 家族：妻、長女の３人家族 

➢ 学歴：小・中・高校は、地元の公立学校に通い、1 年の浪人生活を経て、同志社大学商学部に進学し、’99

年卒業。 

➢ 学生時代：小学校は水泳、剣道、少年野球、中学校で軟式テニス、高校から硬式テニスをし、大学では体

育会テニス部で部活三昧。 

 

２．入社後の経歴 

1999 年東京海上火災保険㈱入社→2004 年に日動火災と合併し、東京海上日動火災保険㈱となる。転勤族のた

め、勤務地は大阪→佐賀→東京・丸の内→高知→東京・新宿→現在に至る。入社後、ほとんどが営業部門に所

属。 
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３．東京海上日動のご紹介 

(1)会社概要 

➢ 設立：1879 年 → 海運・貿易業に対する海上保険から発展。142 年の歴史。 

➢ 戦前の産業の急速な産業の発展、戦後の高度経済成長とモータリゼーション伸展により、保険業界も成

長。保険引受の現状は、海上保険は全体の 2%程度で、自動車保険（自賠責含む）が 60%近いウェイト。

自動運転技術の進展を踏まえれば、今後は自動車保険以外の保険販売を拡大していくことが大きな課題。 

➢ 2004 年に日動火災海上保険㈱と合併→現在の東京海上日動火災保険㈱となる。 

➢ 現在は、東京海上ホールディングスが国内外の事業会社を経営管理。2004 年頃から M&A 等により急速

に海外事業のウェイトが拡大（国内２：１海外のイメージ）。 

収益面では、海外での利益が全体の半分を占めるほどまで成長してきている。 

※決算概要および 21 年度通期業績予想資料から抜粋 

事業ドメイン 2021 年度利益予想 

国内損害保険事業 1,450 億円 

国内生命保険事業 480 億円 

海外保険事業 1,670 億円 

金融・一般事業 40 億円 

 

(2)現在、東京海上日動が注力していること 

➢ 「社会課題の解決」をテーマに取組強化。 

自然災害、ＧＸ、サイバーリスク、ヘルスケア、中小企業支援 

➢ 情報提供 

① 中小企業向け支援サイト「BUDDY＋」 

→中小企業の多種多様なニーズや経営課題に対して、当社グループや各分野のプロフェッショナルとの

ネットワークを利用し、情報提供だけに留まらない課題の解決までをワンストップで支援するソリュー

ションをご提供。「補助金・助成金かんたん無料診断」等のサービスをぜひご活用ください。 

URL：https://buddy.tokiomarine-nichido.co.jp/ 

 

② サイバーセキュリティ最新情報提供サイト「TOKIO CYBER PORT」 

→最新ニュースや無料サービスの提供のみならず、有事のトラブル発生時の電話相談窓口も用意（具体的

なサービス提供時は有料）。 

URL：https://tokiocyberport.tokiomarine-nichido.co.jp/cybersecurity/s/ 

（ご参考）無料の提供サービスがありますので、ぜひご活用ください。 

◆サイバーセキュリティ外部診断（Security Scorecard 社） 

◆標的型攻撃メール訓練（NTT 東日本社） 

◆予想損失額シミュレーション（TdR 社） 

 

    理事役員会報告         関口 隆 会長 

 

   § 資料配布により第 8回第 9回理事役員報告がございました。 
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    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

5 月 4 日(水)  法定休日(みどりの日)  

第 1934 回 

5 月 5 日(木) 
7：00 より 市内 10 クラブ親睦ゴルフ大会 宇都宮カンツリー俱楽部 

5 月 11 日(水)  
振替休会 

(5月 5日市内 10クラブ親睦ゴルフ大会) 
 

第 1935 回 

5 月 18 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

お花見の会 
ホテルニューイタヤ 

第 1936 回 

5 月 25 日(水) 
12：30～13：30 

陽南 RC 合同例会 

招待卓話 

宇都宮市長 佐藤栄一 様 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    川辺 康子 委員 

 

 会員数   54名  前々回 4月 6日 

出席数   25名   訂正率  

欠席数    29名      68.89％ 

出席率  58.14％    

 

例会予定  

 

第 1933 回  4 月 27 日(水) 

招待卓話 

栃木県暴力追放県民センター 

次長 大坪和人 様 


