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第57回例会昭和58年9月27日（火）雨
へ

又，例会終了後クラブアセンブリーを行い

ますので，理撫役典，各委員長の方々はク

ラブ計l'l'iill:を御持参下さい。
3． 10ﾉ]は職業奉仕月間となっておりますの

で“ロータリーでいう臓業奉仕"， “職業奉

仕を考える”の2冊をお持ち帰り下さい‐

◇菊池社会奉仕委員長報告

去る9ﾉ121口の「秋の交通安全連動」も，

リIL弊の汗楽隊などの参加を加え，今池交差点

を全illiストップさせるほど磯大にパレードが

1j･われ，おかげさまで成功ﾈ1I!の内に終了しま

したことお礼を兼ねて御繩告申しあげます。
今後も社会本仕委員会としては活動を進めて

1j･きますので皆様の御協力をお願いします。
◇寺澤君3分間スピーチ

ニコポックス委員長として一言侍様にお願

b,l liし_|二げます。新クラブゆえ社会迎勤など
大いに活動しなければならないのですが，そ

の資金はニコポックスの貯金で賄われること

になります。どうぞ， うれしいことがあった

ときには“ニコニコ”の気持ちで貯金して頂

きますと，その“ニコニコ”がもっと大きく

ネ|:会に反映されますのでよろしく御協力をお

恥いいたします。 （この後，ニコポックス追

加受付を没けましたが，早速14名の会員の方

々に御協力いただきました｡）

◇竹内会長挨拶

この1週間は人変に長かったような気がい

たします。それは一つには当クラブの社会泰

｜|:活助の一・球として， この秋の交通安全連動

に対して砿,慨的に主催者として参加したため

であり，又一つには，松本巾での260地区の

年次大会がIIM催されたからであります。
9月21日 （水）千種弊察署の御指導を受け

まして，又kl:会奉仕委典長の菊池さんの御苦

労で兇,jI:なスケジュールが出来|こりました←

IIJIIIなところ面映ゆくて，気恥ずかしさばか

◇“奉仕の理想”

◇出席報告

会此48名出蛎34名

州席率70.21%

◇前回 9月20[i (修正出l'i¥率1 100%

makeup

行山燕(9/24守l ll),堀場荊.(9/21和合),加藤

（敏)窓(9/24守III),刈合期･(9/24守1l1),久保

IIIR.(9/26*),水野(民)XI(9/141W),大谷ｶl.

(9/221ﾉW),悩野,&#(9/22瑞穂),鈴木(猟)~､ｲﾄ(9

/14711合),¥!|;"W(9/21IW),郁鍵ｲl. (9/24守

山)，蝿飼蒋(9/24'$]: l 1 1)

◇ビジター紹介4名

◇誕生日祝福

黙野夫人(9/30）

◇ニコボックス

菊池‘（秋の交通変全通助入会が臘火に無

覗終了，ありがとうございました),f|I;"l･

（本l l卓話させて繭きます),成|｣lハ. (プライ
ベートのゴルフコンペで優勝しました)，竹

内満(秋の交通安全巡勤が雌.'li:終了しまし

た)，堀場愁（動物フェステバルが朧況i'i!に

終了しました)，水野(民)#.l.(11'ﾄ今よくTVに

映りますのでその出演料として，又パレー

ド，年次大会， クラブアセンブリー久li'iｻしま

した)，鈴木（正)猫，火にI郷，樅野洲･, 111川

荊，小林洲．，深見別, jili場荊，鵬飼渦., ,W<I I I

燕，久保川調F, :IIjI I I",黒野荊（秋の交通安

全通勤大会に欠席しまして), 111 11171･(代蝿を

たてましたが秋の交通安全通勤大会に火Iﾙｹし

ました)，黒野瑠(夫人誕生祝）

◇三輪幹事報告

1． 水口例会終了後，蝿~bl;役此会を1j･います

ので理:,j『役員の方は2F橘の間にお雌り~卜

さい。

2． 次週はガバナー公式訪問がありますので

余公風の出席でお迎えしたいと思います、

へ
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りが先ｲj･しておりましたが，当l l実際に大会

に参加してその気持ちは吹き飛びました。喋

瞥音楽隊を先弧にしての街頭のパレードにし

ても，地域の各繩団体の参加にしても祁当な

もので，巷間よく行われている行事ながら実

際に実施されてみて“よかった”との感想を

抱ていております。

大会とパレード併せて朧々1時間，又パレ

ードも今池・仲u｣近辺と小区域ではありまし

たが，例えその光は乏しくとも，又その光の

及ぶ範囲は狭くとも， こうした善意の連動な

くしてR・の存在はあり符ません。当H御参

加膜いたi渚,{ﾘに御礼'|'しkげると共に，不迎

にもI'"{I:の|幾公』を逸せられた諸刃にはニ

コニコBoxの〃で雁{|:を賜らば如l' 'jかと存じ

ております。又今一つの260地|>〈大会は241 .1

(土）・251｣(I I)と松本ilj~で開催され，年度地

I>〈大会はこれで21ul I二|との向笠前R. I .会

長。又末永現R. I.理掘も列席されなかなか
内群蝿踊な大会でした。

向笠伽R. I .会長のお‘活では「Mr.ロータ
キチ

リー」とか「ロタ狂」とかの言葉が出て参り

ました。 』.R.とは魅力溢れる女性の如しと
接すれば接する梶，知れば知る程，その虜に

なってしまう~ ･…･とl llしておられました。末

永R. I.FM"は間潔ながら文化ショックにつ

いて各IJ<I, ffMI,各様の考え方，閂慣の相異

等を述べられ，史にそれ故にこそ|'|己巾心に

なりがちな!| 'でのInternationalの垂味を強

洲されました。又i細t会皮代理，奥沢ガバナ
ーからもｲ].~lfなるメッセージがありました

が，何れガバナースレターでその淵||部はお受

け止めドさい。

この6ﾉ]のトロント|到際入会でその隅の方

は腰んでポンヤリして兄えぬ程馬鹿馬鹿しく

広大な人会場にIh｣って晩こより獅子呪しメッ

セージを送られた'1ﾘ稚前R. 1 .会長が、今度

は蛎上からlilり々として話しかけられました。

落し私にトロントでのlnj"R. I .前会長のイ

メージがありませんでしたら，前会長を|¥び

松本の会場にお迎えしても親愛感はもっと変

ったものになったに迷いありません。

交通安全通勤への参加といい，又地区入会

への参加といい，その'ﾉ1森はあとからでも解

りますが，全休の劣ljl1気とか熱気は参加せず
ば分りません。

Rtnを1･1.つのはこうした祁々のr.actionに

伴う感勤』以外にありません。その感動は参
加なくしては↑(｝られず，感動を得ることの乏

しきRtnはお女(のII喪とさえ考えます。単なる
ラベルボタンメンバーにならぬように心掛け

たいものです。

◇講演

“生保セールスマンの実態

会災 手島茂明論
1． セールスマンの

数で災絞が決る／

生保業界もすでに

100年の歴史を持つ

企災であり，その間

セールス ・筋に生命

保険を版ソ',jして来た

わけですが， ノド後更
蕊

に発腿し|‘洲を11｝て↑jくためには早急に解決
すべき&'1脳の多いことに気づきます。

ごﾉj噸|の通り/上保会社は単に販売会卜|:の機

能のみでなく金融|幾関としての機能も持って
おり，例えば1_1木ﾉk命を例にとりますと年間
の収入保険料が約2兆2,000億円，総資産が

8兆1,4001KIT] (S57年度実績）でしてこの

盗産を効率的に迩川し， ご契約者に配当をい

かに多く迷ﾉじするか－銀行と同じような擬

能を持っているわけですが，今回は金融擬関
としての'|f保会#|:については省略するとして

販允会I|:－特にセールスマンの実態につい

て話してみたいと存じます。

ノlﾐ保の業絞はセールスマンの数に比例する

といわれており，それだけに生保各社は組織

の噌強に雌咽点をおいて取り組んでいるわけ
です。 .IWﾋﾉ|保全体で約30万人のセールスマ

ンがｲ|耕しておりますがこの総数はここ10年
間ほとんど変らない。師月採川していながら

30万人前後で樅移しています。

家庭のl･ji,}がiソJですから家庭の戦:'情浮で

退祉が多いｵ)けです。組織端強は業績競争に
ll#fllするポイントではありますが果してこれ

で良いのか，セールスマン教青を充尖強化し

定蒲する体制を検,副･すべき時期に来ていると

いえます。

2． 多様化と競争激化の!| !で.／

また一方'|保業界も単に業界内の競争だけ

に'二lをlnlけておりますと大変な遅れをとりま

す特にil.li齢化llf代，禰祉時代のII 'で年金間
鼬一つをとってみても、 これは単に生保会社

だけが版ﾂjしているわけではなく，銀行、侭．

託, ill券嘘企金融機関が熾烈な販光競争を展

開しており，岫保との坑根はなくなったとい
えます。

それだけに女性を''1心としたﾉ|;保販ﾝiと体制
にも'L狐j0lを迎えており，企漿専門の男j急セ

ールスマンの行成，史には4年生女子大生の

セールスマンとしての採用淳セールスマンの

質的li'j上，戦IIIff的な軍点配置鰈多様化と競争

激化する'|'で， これに即応する販売組織体制

の桃築が急務となっております。

旱垂

＝■
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主催者代表として竹内会長が挨拶をし，次

に菊池社会奉仕委員長が「飲酒・暴走運転追

放宣言」を意気高らかにI調いあげて，参加者

全員が交通事故のない明るい街づくりに努力

することを誓い合った。

3． セールスマンは信頼を売る.／

生保の商品は無形の商品ですし，またお客

様が進んで加入されるケースはほとんどなく

ニードを喚起し，需要をつくり出して行かね

ばなりません。従ってセールスマンが知識・
技術を完全にマスターし，お客様の要望に即

応できる実力をしっかりとつける必要であり

ます。

しかしながら知識・技術だけではどうにも

ならないものがあり，セールスマンの人柄，

誠実さ，信頼がないとご加入にならない－

信頼を買っていただく商売といえます。

ご加入いただくと､|え均的に30年間おつき合

いいただくわけですから，会社にとっても，

セールスマンにとっても信頼こそ一番大切な

ことだといえます。

今日もまた全国30万人のセールスマンが信

頼を買っていただくために歩いているわけで
一

9o

◇「秋の交通安全運動」スタート／

去る9月21日，社会奉仕委員会がi+'心とな

り，当クラブ主催の飲酒・暴走逆転追放総決

起大会が開かれた。
千種署の協力もあり，飲食環境衛生同業組

合千種支部など11団体の約300人が参加し，

会場の今池公園で「死亡事故に直結する飲酒

運転やスピードの出し過ぎを地域から追放し

よう」と熱気があふれた。

二二

この後，参加者たちはパトカーの先導で，

県警音楽隊の華やかなバトンと音楽に合わせ

同公園から仲田の交差点までの約1キロをパ

レード行進した。菊池社会奉仕委員長がプラ
カードを持って先頭となり，その後を加藤

(大)君，三輪君，水野(賀)君，宮尾君が横断

幕を掲げて行進し，参加した会員全員が「私

たちは絶対に交通事故の加害者になりませ

ん」と力強く訴えた。

なお千種ロータリークラブで作成した「飲

酒暴走運転追放」の横断幕が歩道橋に，立看

板50本が通り沿いに期間中設けられていま

す。

′

－

鳶

篝 灘
間の御案

纏輌轍タリーの1

1
会員各位が御承知のように職業奉仕

れたことではありません

この10月を職業奉仕I業奉仕について， とくに意

つ実ｲIして頂ければ幸いで

4つのテスト」を会員各位

事計而iのII'に入れて頂き，

省のチェックの月とされる

ます。

タリーの奉仕の理想と会員
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蕊

謹選
◇第260地区奥澤俊一ガバナー御紹介

今回は，残念ながら挫霧のため，途中でプ

レーを断念しなければなりませんでした。 5
番ホールまでの成績で順位を決定しましたの

で御了承~ﾄさい。
なお10月のゴルフ会は10/27(木),東名C

Cで開催しますので，ふるって御参加ドさ

い。 （ゴルフ会幹事・松居）
◇ロータリー財団寄付優秀クラブとして表彰

齢

，

詮

略歴

大正13年3月5日生

松本市出身

昭和24年3月

東京大学第一工学部

機械工学科卒

昭和29年8月

（合)奥澤商会代表社

員に就任

昭和40年6月長野’昭和40年6月長野県

へ

さる9月24H,松本にて年次大会が開催さ

れましたが，そこで当クラブはロータリー財

団寄与率2,000%達成クラブとして表彰状を酒類販売(株)取締役

昭和49年5月同社専務取締役現在に至る

松本本町再開発推進連盟会

長

松本中央商店街振興協議会

会長

ロータリー歴

昭和36年2月松本南RC入会，創立幹窮
昭和57年7月松本南RC会長

一第11回ゴルフ会成績一

（9月24日(土)，松本CCにて）

R NAME I OGHN

優勝菅原宣彦 44 26 70 1654

2位谷口暢宏 4623 69 15 54

3位菊池昭元 45 25 70 14 56

4位石田耕嗣 48 29 77 15 62

5位新美 敢 60 298925 64

B.B大口弘和 55 36 91 22 69

いただきました。

◇9月度理事役員会議題

1． 新入会員承認の件2名

2． 新入会員候補者の件2名

3． 山村君長期欠席の件

4． 14RC幹事会報告の件(9月19日）

◇次回例会(10月4日）

ガバナー公式訪問

奥澤俊一ガバナー講話

◇次々回例会（10月11日）

講演 “名古屋ことば・東京ことば”

朝日新聞編集委員竹内俊男氏
（紹介者秋山君）

一
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