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本日はお世話になります｡ よろしくお願い致します｡



皆様いつも留学生のイリアナがお世話になっておりま



す｡ ありがとうございます｡ 今日はご挨拶に伺せていただきました｡


①磯子 R.C の佐浦会長､ 児玉様､ 交換留学生アビー

がお正月お世話になりました｡ ②金森会員､ 本日のイニシエーショ
ンスピーチ楽しみにしています｡


入会祝いありがとうございます｡ 足掛け20年になりま

した｡


62歳に向って１日１日を大事に生きていこうと思いま

す｡ 先日は､ 新入会員の歓迎会を催していただきありがとうござい
ました｡ さらに誕生月のため自宅にお花を届けていただきました｡
ありがとうございます｡ どうやら61歳は無事迎えられそうです｡
 ２月３日節分にご参加の皆様､ よろしくお願いします｡






加藤さん､ 山田(富)さん､ お付き合い下さり､ ありが

とうございました｡

◎2009-10年度 RI テーマ決定の報告が地区からきておりますので



わがクラブのベストパートナー金森君､ 本日のイニシ

回覧します｡ 次年度の RI テーマは ｢ロータリーの未来はあなた

エーションスピーチよろしく｡

の手の中に｣ です｡



!"

磯子 R.C 佐浦会長､ 児玉さん､ 本日はようこそお

越し下さいました｡ 先日夜は河野さんには大変お世話になりありが



とうございました｡

◎２月のロータリーレートは今月同様＄１= 88です｡

#$% 金森さん､ イニシエーションスピーチ頑張って下さい｡

◎次週１月30日は神奈川 R.C との合同例会・合同賀詞交歓会とな

期待してます｡

ります｡

&

場所

キャメロットジャパン

点鐘

18：30

５Ｆ

ジュビリーⅡ

'

①石川さん､ 河野さん､ 江森さん､ 昨日はお疲れ様で

した｡ ②金森さんイニシエーションスピーチ楽しみにしています｡
()*

◎２月６日､ 例会終了後国際奉仕委員によるクラブフォーラムを開
催致します｡ 大勢の出席をお願い致します｡

金森さんいよいよイニシエーションスピーチです｡ 期

待してます｡
+,-

◎ロータリー囲碁同好会より神戸国際囲碁大会の案内が来ておりま
すので回覧します｡

先日のワイン会では､ 河野さん始め皆様お世話になり

ました｡ お陰様で美味しくワインを堪能させていただきました｡ 私
個人としては､ 先日の白ワイン…！リピーターになりそうです｡

◎例会変更のお知らせ

./0-

横浜鶴峰ロータリークラブ
平成21年２月７日(土)

ありがとうございます｡ どうぞ､ よろしくお願い致します｡
⇒

６日(金)
点鐘

２月13日(金)

２月21日(土)

⇒

⇒

場所

みなくる

12

11：30

14日(土)

3

金森さんやっと本番です！！楽しいイニシエーション

スピーチお願いします｡

場所

みなくる

4

5

河野さん､ 先日はお世話になりました｡ とても楽しい

点鐘

11：30

ひと時でした｡

場所

パレット

6#789

点鐘

11：30

ます！これ､ プレッシャーです！
:



上阪

DEFG

HHI

PQDEG

KNI

PQT

本日はイニシエーションスピーチをさせていただき､

哲也

委員長

;

金森さんイニシエーションスピーチ楽しみにしてい

金森さん､ 卓話頑張って下さい｡

<=>?

金森さん頑張って下さい｡ 楽しみにしています｡

JKLMNLOI

@ABC

金森欣一さんイニシエーションが終わって始めてロー

JRLMSOI

タリアンです｡ 頑張って思いの丈を述べて下さい｡
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会社案内につきましては簡単なご紹介にとどめ､ お届けしたもの




をご覧下さい｡




まだ設立７期目の若い会社です｡
弊社は損害保険と生命保険合わせて19社の商品を取り扱う総合保
険代理店ですが､ 現在 HP では企業向けのおすすめ商品として
①労災の上乗せ補償のハイパー任意労災プラン
②フランスのコファス社の取引信用保険
③ロイズとの提携で開発した企業向けの地震保険
④国の制度を利用した選択型の確定拠出年金
を特に力を入れて推進致しております｡
さて､ 私は就職してから､ 一貫して保険業界に身を置いてきまし
た｡ またその中でも特に昨年の９月16日の破綻報道以来､ とても注
目を浴びるようになった AIG と深い関わりをもってきています｡
今日はこれまでの変遷をお話ししてみたいと思います｡


皆様､ こんにちは｡ 金森欣一です｡
昨年５月の下旬に株式会社ワカバヤシの天野様のご紹介で入会さ
せていただき､ 早くも８ヵ月が経過致しました｡
本日は諸先輩他方の前でイニシエーションスピーチをさせていた
だく機会をいただき感謝致しております｡ 生まれてから現在に至る
まで､ 改めて今日に至るまでの過去を振り返ることができました｡
また今回､ チャレンジとして ｢初めてのパワーポイント作成｣ に
取り組んでみました｡ 本当に初歩的なことしかできていませんが､
少しでも解かりやすいように作ったつもりです｡

私は ｢我が家のベストパートナー｣ である妻と上の娘の３人で新
浦安に住んでいます｡
妻の ｢由和｣ は臨床心理士で､ 順天堂大学病院の精神神経科と東
レの社内クリニックでカウンセラーをしています｡
長女の ｢麻由子｣ は社会人１年生で不動産会社に就職しました｡
次女の ｢杏奈｣ は独立したいと昨年の春から都内で暮らし始めま
した｡
ペットは６歳の雄の雑種の猫 ｢龍騎｣ と２歳の雌のシーズ犬 ｢す
もも｣ がいます｡


〈幼少期〉
私は昭和29年に東京の品川で生まれました｡ 京浜急行の新馬場駅
の辺りです｡
〈少年期〉
４歳の時に祖父が亡くなり､ その直後に父の会社 AIU の社宅が
あった目黒の駒場に引越し､ 小学校４年の終わりまで住んでいまし
た｡
井の頭線が渋谷を出ると､ 次の神泉駅はトンネルの中で､ そして
その先でトンネルを出たすぐ左側の崖の上に社宅はありました｡
今は駒場東大前と言う駅になってしまいましたが､ 私の暮らして
いたころは東大前と駒場はわずか400mしか離れていない別々の駅
でした｡
私の家から駒場小学校までの通学路は東大のキャンパスを東西に
横切って行くのが近道でした｡
キャンパスの入り口の守衛さんに､ ｢入れて？｣ と言うとすぐに
｢いいよ｡｣ と言ってくれるので､ 随分簡単に入れる大学なんだとい
う認識でした｡
その頃の私は小学校を出たら､ 駒場東邦に入学し､ そのまま東大
に入れば全部歩いて行けて便利だなぁと本気で思っていました｡
社宅の入り口には ｢アメリカン・インターナショナル・アンダー

テニスは30代半ばに片倉に住んでいた時に横浜セントラルのスクー

ライタース・インコーポレティッド｣ とカタカナで書かれていまし

ルに通ったことがきっかけでした｡ 住んでいるマンションに住人限

たが､ 私には一体それがどんな会社なのかは全く分かりませんでし

定のテニスクラブがあり､ 週末は夫婦で汗を流しています｡

た｡

小さな物を作ることも好きで､ 木工作とかペーパークラフトを作っ
たりしています｡
 
現在､ 私は株式会社ベストパートナーという保険代理店に勤務し
ています｡
ヤフーで､ 単純に ｢ベストパートナー｣ と入力して検索しますと､
わが社の HP は４番目に出てまいります｡ 昨年の12月に大幅なリニュー
アルを致しました｡

〈転校〉
私が５年になる時に社宅が移転されるのをきっかけに神奈川区の
片倉に引越しをしてきました｡ そして神大寺小学校に転校しました｡
昭和40年当時は新横浜ニュータウンと呼ばれていました｡ 整地され
た土地のところどころにしか家は建っておらず､ 加藤さんのセント
ラルスイミングスクールの辺りは田んぼでした｡
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東京に較べると､ 自然も多く､ 田んぼでザリガニを取ったり､ 東

京では買ってもらえなかった自転車を乗り回したりして､ 小学校の

れには保険の先進国であるアメリカに行こう｡ と非常に短絡的に考

高学年を楽しみ始めたのですが､ 転校生ということで､ 地元の３人

えました｡

組に急にいじめに合うようになって､ 一緒の中学に行くの嫌さで､

大学３年の時に､ 思い切って AIU の日本の初代社長､ フリーマ

中学受験をして私立の聖光学院に入学しました｡ 現在､ 母校は私の

ン氏が来日した折に会わせてもらい､ アメリカで保険の勉強をさせ

お客様ですが､ まさかロータリークラブの行事で母校に行くことが

て欲しいと直談判しました｡ 驚いたことに､ 返事は OK というこ

あるなどとは夢にも思いませんでした｡

とでした｡

〈聖光学院中学・高校時代に進学〉
聖光学院はそのころから進学校ではありましたが､ 受験倍率もさ
ほどでは無かったので何とか合格できました｡ でも小学校時代とは

でも､ 問題は英語がほとんど話せないということでしたので留学
を決意しました｡


｢卒業｣ という映画の舞台になった大学です｡

違い､ 勉強をしない性格の私の成績は後ろから数えた方が早いくら
いで､ いつも再試でギリギリ切り抜けて卒業したというのが実情で
す｡
〈浪人生活〉
高校３年の11月下旬に母が突然病死してしまいました｡ まだ40歳
になったばかりでまるで兄弟のような大好きな母でした｡ 葬式だ､
四十九日だとやっている間に現役の受験はあっという間に終わって
しまい､ その年に入学できたのは関東自動車学校だけでした｡
免許を取ってからは､ 新幹線通勤をしていた父親の運転手代わり
に便利にこき使われ､ 一駅乗り過ごすと小田原まで行ってしまう父
親を夜中に迎えに行ったのは１度や２度ではありませんでした｡
〈明治大学に入学〉
当初予定していた東大では無く､ 一浪後に明大に入学しました｡
経営学部に入りましたが､ 私は特に興味を持った科目は経営情報
論と統計学でした｡ 統計学を教えてくれた教授は留学経験があり､
授業の進め方がアメリカの大学と同じ手法と取り入れていて､ とて
も斬新でした｡
アメリカの大学のシラバスによる授業の進め方はとても合理的で､
最悪学期末の試験を受けられなくても担当の教授はその学生の習熟
度合いは分かるようになっているそうです｡ 私は山を張って一発テ
ストで良い成績を取ることが苦手な方なので､ このやり方はとても
良い方法だと感じました｡
アメリカの弁護士とかで凄腕の人がいるというのはこうした教育
方法の違いなのではないかと思っています｡

８軒ある社宅では父親が８人いるような環境でした｡ 周りの大人
が保険業界の話しをしているので､ ごく当たり前の様に聞いていま
した｡



西海岸最古の総合大学で､ ジョン・ウェインやジョージ・ルーカ
スが映画芸術学部を卒業したことでも知られています｡
留学生が多い大学で､ 英語を母国語としない学生のために､ 英語
で授業が受けられるようになるための語学学校が併設されていまし
た｡
アメリカの大学はキャンパス内に複数の図書館があり､ どこでも
夜中の12時まで開いていて､ 学生は良く勉強をしています｡


!
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USC で一学期間を過ごした私は､ そこでの成績証明をニューヨー
クのフリーマン氏に送り､ 入社の依頼をしました｡
会社は最近の TV 報道で良くでてくる､ 70 Pine St.というビル
です｡
父の長年の友人であり､ 自動車保険部長をしていたブルース・ス
ミス氏の家に居候をさせてもらいながら､ ロングアイランドから列
車で約１時間の通勤をしていました｡
研修は約25名で始まりましたが､ 周りが外人ばかりだと言ったら
逆に､ ｢お前が外国人だ！｣ と言われ､ そういえば確かにそうでし
た｡
&'$()*
この研修の約１ヵ月は毎晩､ 本を一所懸命に読みました｡
前夜学んできたことを発表し､ それについてディスカッションす
るという繰り返しで､ 次第に言っていることが微かに分かるように
なってきました｡
なんとか終了証をもらい､ 最後のレセプションは､ 今は９.11で
崩壊してしまった､ ワールドトレードセンター最上階のレストラン､
｢トップオブザワールド｣ で行ってもらえました｡
+,-./012
研修が終わると､ 突然の辞令があり､ ９月からニューハンプシャー

また文科系に入りましたが､ 興味を持ったのは統計学とか経営情

保険会社に転勤することになりました｡ 場所が分からないので､ 帰

報論といった､ 多少理科系の科目でした｡ 保険の世界は数理で成り

りがけにガソリンスタンドで地図をもらって帰り､ 一所懸命に場所

立っていますので､ それも一因かもしれません｡

を探しました｡ ボストンの北約80キロのところにありました｡


大学を卒業した昭和53年は少し就職難の時代になってきましたが､
私はその頃から一つの夢を持つようになっていました｡
できたら保険の仕事に就きたい｡ それも保険会社に勤務するので

+,-./345
先月､ 卓話をされた ｢かながわ湘南 R.C｣ の創立会長の高木さん
は､ 国際親善奨学生としてニューハンプシャー大学で修士課程を終
えられたとお話しされていましたが､ あまり知られていないところ

はなく､ お客様になるべく近いところにいる代理店やブローカーに

を知っている方とお会いするのはとても嬉しいものです｡

入りたいという夢です｡

〈アメリカの保険事情〉

でも知識も経験も人脈もない私は､ まず保険の勉強をしよう｡ そ

ニューハンプシャー保険会社は日本と同様な代理店営業をやって

いる会社でした｡

を始めました｡ 36才の時です｡

AIG はニューヨークに本拠を置く世界最大の保険会社ですが､
一般の人や企業からはそれほど認知されていません｡
アメリカでは保険に入る時にブローカーを通して入ることが多い

今にして思えば､ この10年の経験が今の自分の原動力になってい
ると思えます｡ 特に京都では独特の商習慣や地域の仕組があります
ので､ 郷に入っては郷に従えで､ その特性に合せていくことを覚え

からです｡ ブローカーは､ 引き受ける保険を各保険会社と交渉しな

ました｡

がらプログラムを組んでいきます｡

〈退職し､ 独立して代理店に〉

ですから顧客サイドから見ますと､ 自分は何の保険に入っていて､

平成２年に退職し､ すぐに代理店を設立して父親と代理店経営を

その保険は幾らまで支払われるということは分かっても､ それが何

やってきました｡

処の保険会社によってカバーされているかまではよく分からなくなっ



ているからです｡


!"#$%#&%
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私はもともと損保出身ですが､ 代理店経営としては生保に力を入


〈まず車が必需品〉
1979年はイラン・イラク戦争による第二次オイルショックが襲っ

れてやってきました｡ 生保の代理店会などで､ ベストパートナーの
社員との交流もあり､ 平成19年１月に社内での生保の勉強会の開催
を依頼されました｡

ていて､ 年初は１ガロン50セント台だったガソリンが秋には１ドル

実は生保の販売セオリーというのは他のどんな商品とも違う特殊

20セント位まで値上がりしていましたので､ 燃費の良いゴルフやシ

性があるので､ これを理解していないと､ 販売が上手くいきません｡

ビックは高くて手が出ません｡ 逆に大型のアメリカ車の中古は安く

損保の研修生出身者がほとんどの会社なので､ これを伝え生損保

買えますが､ リッター３キロの燃費ではランニングコストがかかっ

の両方に精通した会社にしていくのが私のミッションです｡ これか

て仕方ありません｡

らも､ 単なる保険販売業ではなく､ お客様に一番近い相談相手であ

どうしようかと思案していると､ 損害査定の友人が ｢盗難車で車
両保険金を支払った車｣ をバーモント州までサルベージしてきたら
格安で譲ると言ってくれました｡ ジャーマニーフォードのフィエス

りたいと念じています｡
+,-
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アメリカから帰国の際果たそうと思っていた大陸横断のドライブ｡

タで､ ずっと私の足になってくれました｡

特にアメリカのマザーロード､ ルート66の走破は30年経ったいまも

〈自由に動けるようになってから家探し〉

まだできていません｡ 還暦を迎える前に是非チャレンジしたいと思っ

車が入手してから家探しを始めましたが､ なかなか見つからず､
やっと決まったのは会社からのホテル代が出なくなる直前でした｡
それから生活必需品を求めてショッピングをしました｡
でも一番大変だったのは､ 最後に一人で撤収する時でした｡

①アメリカは他民族が集まって暮らしているので､ 色々なことが

ています｡
本日は私の拙いスピーチに耳を傾けていただき､ ありがとうござ
いました｡
まだ分からないことばかりですが､ 諸先輩方を見習いながら､ 一
日も早く立派なロータリアンになるように努力してまいります｡ ど
うぞこれからもよろしくお願い申し上げます｡

とても合理的にできている (車と登録とか家の契約､ 電話の取
り付けや公共料金の支払いなど)
②必要以上に他人に構わない
③親しくても平気で断る
④マリファナと拳銃とホモがとても身近なところに沢山ある
⑤ハッキリ言わないと思いが伝わらない







神奈川東ロータリークラブ犬飼会長および会員の皆様
本年も実りある素晴らしい年であることを願ってご挨拶をお
送り致します｡
私どもサルボダヤ・シュラマダーナ運動は日本のワンワール

⑥変化するのが当たり前なので､ 前例に固執しない

ド・ワンピープル協会を仲立ちに､ 貴ロータリークラブと長年

⑦ ｢チェンジ｣ は心の中の小さな恐れを取ると ｢チャンス｣ になる

に渡って大変喜ばしい友好関係を築いて参りました｡ このよう

 


な協力関係を更に長期に続け､ 日本とスリランカ両国､ そして

１年半後に､ ニューヨーク本社の新種部から呼び出され､ 日本の

世界中の人々の平和と繁栄を深めていきたいと願っております｡

AIU の新種部に行かないか？というオファーをもらい､ ビザの問

現在､ スリランカにおけるテロリズムの敗北が明らかになり

題もあるので帰国して AIU に入社し直しました｡

つつあり､ 平和が訪れるのも間もないという情勢です｡ 私ども

〈AIU 保険会社〉

が更に民衆へ奉仕できることが可能になって参ると思っており

結局､ 保険会社にはアメリカで２年､ 日本で10年いたことになり
ます｡
新種保険の引き受け､ パンフレットの作成などをする本社部門か
ら営業に替わり､ 京都支店､ 上野支店と転勤して営業職を経験し､
あと少しで管理職になるタイミングで退職して､ 独立して代理店業

ます｡ 皆様のご支援を更に頂戴し､ ここスリランカで皆様にお
会いできることを楽しみにしております｡
感謝をこめて｡
サルボダヤ会長

A.T.Ariyaratne
2009年１月15日


 

ます｡ ポリオ撲滅のための全資金は米国債に投資されており､ 良好
な収益を出しています｡ ロータリーは健全なキャッシュフローを維
持しており､ 投資債権を売却することなく､ すべての運営費とプロ
グラム経費を十分に賄うことができます｡
ロータリー財団管理委員会は10月の会合で､ 財団の運営予備金を
義務づけられた最低のレベルに戻し､ 職員に非常事態のプランを準
備するよう要請しました｡ この計画には､ 必要な場合に経費を削減
する選択肢も含まれています｡
RI 理事会は11月の会合で､ 投資収益予備金を最高のレベルに戻
しました｡ 予備金は､ 投資収益が予算を下回った期間の運営経費を
賄うものです｡ また RI 財務委員会は､ 2009-10会計年度の予算を
準備するにあたり､ 何点かの経費削減方法を提案しました｡
経済的に困難な環境の中でも財務健全性を保つため､ 可能な限り
の対策を取っていることをご報告致します｡
エド・フタ (布田) RI 事務総長





ロータリージャパン



しています｡ 各ホームページから､ クラブの様子をご覧下さい｡ 新







ペルー・モンテリコ・スルコロータリークラブは､ これまで25年
間､ 毎年､ リマ周辺に住む低所得の高齢者のために ｢ハッピネス・
キャラバン｣ を開催してきました｡ このイベントでは､ 食事や音楽､
ダンスを楽しんでもらうだけでなく､ 高齢者の医療やそのほかのニー
ズへのサービスも提供しています｡
去る９月のイベントには320人の高齢者が参加し､ 有名な演奏家
や､ ロータリアンの孫にあたるダンスのペルーチャンピオンが､ 伝
統的なペルー舞踊のマリネーラを披露しました｡ また､ 高齢者たち
は ｢クレイジー・アワー｣ にも参加し､ そこでローターアクターと
インターアクターが風船を手渡し､ 祭の帽子をかぶったロータリア
ンが出迎えました｡
イベントの昼食は､ チキンライス､ ツナサンド､ デザート､ イン
カコーラ (ペルーのソフトドリンク)｡ これらはすべて､ ロータリ
アンとその親戚､ 友人が用意したものや寄付したものです｡ 食事と
余興に加え､ 高齢者のためにヘアカットやマニキュアのサービスも
提供され､ 医師のロータリアンとその仲間が無料の診療も行いまし
た｡ 参加者たちは､ スカーフやパーソナルケア商品などの記念品を
もらって帰宅しました｡





では各クラブのホームページにリンクを





11月のロータリーレートが１ドル100円になりました｡

規に開設､ または URL を更新されたクラブは､ ロータリーの友事
務所までお知らせ下さい｡

!"#$%&'()*+,-.(/.0
シカゴロータリークラブ (R.C) のアーカイブに所蔵する約２万
の項目が､ オンラインで利用できます｡ アーカイブには､ ポール・
ハリス､ チェスリー・ペリー､ シルベスター・シールの写真､ 書簡､
著書､ 1920年に行われた理事会の議事録､ ペリーが集めたスクラッ
プブック､ 1921年から1995年までの､ ロータリーの女性に関する文
書など貴重な資料が収められています｡ 元クラブ会長で､ ロータリー
親睦活動グループ ｢ロータリーグローバルヒストリーフェローシッ
プ｣ をつくったリチャード・マッケイ氏は､ このプロジェクトの立
ち上げに４万ドル以上費やしました｡
この親睦グループの中でとりわけ人気があるのは､ ロータリーに
おける女性の役割についてペリーとハリスが交わした書簡やペリー
の手紙の署名､ 祝賀会でベリーダンスをして楽しむ初期のころのロー
タリアンの写真です｡
シカゴ R.C は､ 2008年のロサンゼルス国際大会でブースを出し､
このアーカイブを紹介しました｡ クラブでは､ 引き続きクラブの会
員や世界中のロータリアンの要望に応え､ 文書をスキャニングし公
開していく予定です｡ アーカイブではまた､ 1930年代に日本のロー
タリークラブからきた手紙など､ ほかのロータリークラブにも関係
する数多い文書で､ まだオンラインでは見ることができない資料の



リストも検索することができます｡ シカゴ R.C アーカイブは下記

世界的な金融危機が続く中､ ロータリーの投資の価値も市況に合

http://www.rotaryonearchives.org/index.php?mainreferral=true

わせて下降しています｡ ９月30日までの第１四半期の投資実績は以
下の通りです｡
国際ロータリー (RI) ／一般資金：−9.4％
ロータリー財団／年次プログラム基金：−9.6％､ 恒久基金：

の通りです｡


ロータリーの友





12月号では､ 家族月間にちなみロータリーの

プログラムのロータリー家族を紹介しています｡ そのほか要旨は､
27日に掲載する予定です｡

−10.1％､ ポリオ・プラス基金：0.9％
損失の大半は､ 所有する証券の市場価値下落によるもの (未実現
損益) であり､ 証券を売却するまで実際の損失とはなりません｡ 現
時点で証券を売却する必要はありません｡ 世界的な景気減退のため､
これらの損失から完全に回復するには時間がかかるものと予想され
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