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グレシャム市（アメリカ）の
ＲＣ体験談
� 会　員　　恒吉　忠雄君

卓 話

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…2/11（火）は休会
　　　　　　　2/25（火）は香貫山大漁桜撫育活動
２ ．1/19（日）静岡第2グループＩＭ　⇒32名出席
３ ．首里城火災支援金￥46,000を安間Ｇ事務所へ

送金　ご協力ありがとうございました

2月合計　24,000円
東君…ベネファクター認証を本日受けました。
石川君…配偶者誕生日と結婚記念日のお祝いあり
がとうございます。
峯村君…2/1よりタクシー初乗りが690円から600円
になります。でも…ご利用お願いします！
奥村君…ワールドカップラグビー福岡選手のサイン
入り色紙と出場6選手サイン入り公式試合ユニフォー
ムをいただき、いつになく嬉しい誕生日です。

　オレゴン州でのロータリアン歴は11年間になり、こ
の間日本と台湾に主張中に各地の例会に参加して、
Ｒが自主性を保ちながら国際的に統制の取れてい
る組織だとよくわかりました。沼津もグレシャムもクラ
ブ運営、例会運営、事業内容などは原則同じです。
グレシャムＲＣのミッションステートメントは特に地
域社会に貢献と青少年教育に焦点を当てます。
　主な地域社会貢献は公園整備、慈善団体への経
済支援。教育支援では大学生の奨学金付与がおもな
内容です。沼津の会員分布と比べて特に目立つのが
教育関係です。また地方新聞紙の会員が会と会員の
ニュースを折々に地域社会に広報しています。
　ドレスコードは大きく異なります。30年くらい前から
アメリカの社会全般にカジュアルドレスコードが一般
化しています。例会の出席率の決まりは6か月の間に
60％の出席率を守ること、沼津の出席率に比べると
とても緩いのが現状です。女性会員も積極的に参加
していて私の所属している10年間のうち3人の女性
の会長が誕生し、リーダシップをとっています。
　地域の慈善団体と提携した活動が多いのも特徴
です。YMCAでは毎年キャンプ場開き整備、クリス
マスのシーズンには救世軍の鍋をつりベルを鳴らし
に労働奉仕などが毎年あります。食事宅配の�Meal�
On�Wheel にほぼ全会員参加して分担して宅配して
います。
　毎年独自に集めた資金を約半分が地域貢献、あと
の半分が教育支援に分配されます。
　奨学金は希望者に面接選別して総額1万ドル程度
の学費補助金を渡しています。クリスマスプレゼント
は貧困家庭の子供を対象にプレゼントを届けていま
す。YMCAのサマーキャンプはサマーキャンプに参
加できない家庭の子供約50名を1週間のキャンプに
送るプログラムです。
　市の公園内にある日本庭園は再建プロジェクトが
5年前に始まりました。Ｒも参加して勤労奉仕と毎年
寄付してます。GRESHAM市と北海道江別市は姉妹
都市関係で日本庭園の隣接地に作った江別プラザ
は江別市の名前を冠にして作った公園の歩道の敷石
に名前を刻印して寄付を募り存続基金にしています。
グレシャムのＲメンバーも多数寄付をしています。私
は姉妹都市交流に深く関与してきた関係で来週江別
ＲＣと江別西ＲＣの例会出席、寄付金募集の説明
をしてきます。
紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

【報告事項】
１．2019-20年度忘年家族会収支報告
　⇒資料の通り
２�．米山記念奨学生「世話クラブ」および「カウンセ
ラー」引き受け可能で回答提出
３．村上君復帰（2月～）

【議事】
１ ．2月例会プログラムの件　承認
2月14日 司法書士って？

� 会　員　　三好　勝晴君
2月21日 魚仲買人とは

� 会　員　　渡邉　真司君
2月28日 測量について

� 会　員　　細澤　哲哉君
3月6日 私の職業

� 会　員　　塚本　和弘君

２ ．職業奉仕親睦研修旅行の件　承認
３ ．クラブ戦略計画の件　承認　⇒ 5年先を見据
えた計画　毎年バージョンアップしていく

４ ．次年度ＲＩテーマ幕の件　承認　⇒沼津北ク
ラブと共同利用につき、支払いは隔年で負担

５ ．その他　⇒太田君の叙勲の祝賀会を 2月中に
開催予定　承認

◆第8回定例理事会
　2020.1.31（金）13：35～
　出席者15名

理事会だより

　2019-20年度上期寄付について、認証状・バッジが
届き、伝達が行われました。Ｒ財団への多大なご支
援に、感謝いたします。
•マルチプルポールハリスフェロー　レベル3
　積　　惟貞君
•ポールハリスフェロー
　大村　愛美君・峯村祐紀子君・
　渡邊洋二郎君（欠席のため報告のみ）
•ベネファクター　東　　宗徳君

ロータリー財団寄付認証状・バッジ　伝達

出席報告

ＲＩ第2620地区静岡第2グループ
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第3306回例会	 2020.2.7

会長挨拶� 会　長　東　　宗徳
　皆さん、こんにちは。ついこないだ年が明けたと思ったら、
既に2月に入っています。例年ですと一番寒い時期ですが、今
年は昨年に比してより暖冬を強く感じます。早咲きで有名な東
伊豆の河津桜も今週に入り、昨年より 1週間以上早く開花し
て、春の訪れを告げているようです。現在、3～4分咲きで10
日より河津桜祭りが始まるようです。
　さて、今月は会員による職業卓話が4回連続で続きますが、
Ｒでしか聞けない会員それぞれの仕事の内容や仕事を通じ
ての生き方に触れるまたとない機会です。既に過ぎてしまいま
したが1月は職業奉仕月間でした。先月の富士市で開催され
たＩＭにおいて当クラブ積ＰＧはその挨拶の中で改めてＲの
根幹は職業奉仕であると話されましたが、ＲＩの最近の方向
性について少し心配をされていました。お話の中で触れられて
いましたが、Ｒの友1月号は「温故知新」私の職業奉仕考と題
して、2019～2020年度Ｇノミニーである甲府北ＲＣの小林総
一郎氏が日本のロータリアンが100年かけて培ってきた「日本
の職業奉仕」についてその思いを熱く語っています。
　また、熊平製作所という会社が毎年1月の創立記念日に発
行している「抜粋のつづり」は既に会員にもおなじみですが、
この目次の中にも「職業奉仕」という項目があります。そこでは
「仕事を通じた体験」の中にこそ「心にしみる感動や喜び」があ
ることに気付かされます。この体験こそが「職業奉仕」の原点
や始まりではないかと思います。
　ＲＩ会長も巻頭言で、こう述べています。Ｒの職業奉仕は、
事業や職業において最も高い倫理基準の中で、あらゆる職業
を尊重し、ロータリアン一人一人の職業を社会に奉仕する機
会として重んじる「心」に基づいている。また、どんな職業で
あれ、誠実に、常に「四つのテスト」（1.真実かどうか�2.みん
なに公平か�3.好意と友好を深めるか�4.みんなのためになる
かどうか）に従って働けば、誰でも社会や世界に大きく貢献で
きるものです。
　私はこれからも、会長として「院長としての生活」、「家庭人
としての生活」、「Ｒの活動」の3つのバランスを取ることを心が
けて残りの任期を務めたいと思います。
他ＲＣ出席 �大熊君（2.4沼津北）、細澤君（2.6沼津西）

欠席者（9名）
原田君、石川君、木村君、小林君、
三好君、奥村君、恒吉君、山本君、
吉野君
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2月14日（金）
　司法書士って？
� 会　員　　三好　勝晴君

会員誕生日　寺田　　鼎君、恒吉　忠雄君、
　　　　　　杉山　哲男君
配偶者誕生日　望月　幸代様（美樹君）

2月21日（金）
　魚仲買人とは
� 会　員　　渡邉　真司君
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人生100年時代へ…
change & challenge
� 会　員　　渡邉　秀一君

職業卓話

１ ．例会変更のお知らせ
　沼　津　北…2/25（火）は香貫山大漁桜撫育活動
　新　富　士…2/18（火）は職場訪問
　　　　　　　2/25（火）は夜間例会
　沼　津　西…2/19（水）は2ＲＣ合同例会
２ ．2020-21・2021-22・2022-23年度審議会代表議

員選出のお知らせ　⇒志田洪顯会員（静岡ＲＣ）
３ ．「ロータリーの友」 2月号 配布
４ ．2月のロータリーレート　1ドル＝110円

東君…村上君お帰りなさい。これからよろしくお願い
します。
大熊君…結婚記念日のお祝いありがとうございます。
渡邉（秀）君…本日、職業卓話よろしくお願いいたし
ます。
渡辺（芳）君…自宅の庭に河津桜が満開です。夜ライ
トアップしています。

　株式会社Next�solutionの渡邉秀一です。改めまし
てよろしくお願いします。実は、2013年1月より6年9
か月勤めさせていただきました、メットライフ生命保
険を昨年の9月で退社し、同年10月より、総合保険
代理店である株式会社Next�solution にて勤めさせ
ていただくこととなりました。
　保険業界における総合保険代理店という言葉は
皆様は聞き慣れないかもしれませんが、いわゆるたく
さんの保険会社のものを扱っている代理店というイ
メージで良いかと思います。

　私自身の職歴といえば、東京でスーパーマーケット
や量販店に対するコンサルティングやロス対策をして
いる会社に始まり、帰省し、ガソリンスタンド、そし
て自動販売機にジュースなどを入れていくベンディン
グサービス会社、空調設備施工会社からまたガソリ
ンスタンドに戻り、そこから本社業務、営業業務とな
り、最終的に保険業界にたどり着きました。
　スカウトしていただき、この業界に入ることになっ
たわけですが、元 こ々の業界のイメージはあまり良く
なく、お誘いを断る毎日で月日が流れていきました。
　しかし、リーダーとなる方のお話をじっくりと聞くこ
とにより、その良くないイメージは一掃され、とても
良い仕事で、私にとって天職なのではと感じ、お世
話になることを決めました。

“仲間と友人知人の今と未来と老後を護る”

という言葉を信念にスタートしました。

　大変なことは多 あ々り、仕事とバレーで激務でした
が、本当に充実した、ありがたい毎日を過ごさせて
いただきました。

　そしてある日、尊敬するある方が教えてくれた、“他
喜力”という言葉は、まさに私の人生において本当に
心にしみる言葉でした。
　以来、私の座右の銘の一つに“他喜力～for�you”
が加わりました。これからも、「全力で皆を喜ばせて、
全力で与え続けよう」と思いました。喜んでもらえるな
ら、何でもしようと思いました。

　そんな毎日の中、素晴らしい出会いにも恵まれ、仕

事を重ねていきましたし、仲間やお客様にも喜んでい
ただき、一生お護りするお約束をさせていただいてお
りましたが、時代が目まぐるしく変わっていく、人生
100年時代と言われる中、このままで本当に良いのだ
ろうか？�仲間やお客様に100％の安心をお届けでき
ているのだろうか？�と悩んでいる時に、この総合保
険代理店の方からお話をいただきました。

　総合保険代理店というのは、先ほどもお話させて
いただきましたが、たくさんの保険会社のものを扱え
るわけですから、お客様のニーズに応えて、様々な
会社のものから選択し、そのお客様のためだけにコ
ンサルティングできるのです。
　何より、十人十色、お客様のニーズの多様化、日
本、そして世界の情勢の目まぐるしい変化の中、他
社のものがどうのこうのということではなく、仲間や
お客様のために、共存共栄の精神で「皆で勝つ」を目
指していけると思ったのです。

　もちろん、一社専属でのお仕事で素晴らしいお仕
事をされている方もたくさんいらっしゃいますので、
そのほうが良いお客様もいらっしゃいますし、そうい
うお仕事が良いことも多 あ々ると思いますが、私の仕
事の仕方や、お客様との繋がり、信念を考えた時に、
そうしたいと思いました。

　「人生100年時代へ…change�&�challenge」のタイ
トルどおり、新たな道、新たな方法で、保険といえば
渡邉秀一、たくさんの保険会社の方 と々共存共栄、皆
で勝つ、changeしてchallengeの毎日を過ごさせて
いただいております。

　これからも、出会わせていただいた方 、々一人で
も多くの方々のお役に立つことができるよう、精進し
てまいりますので、ＲＣの皆様におかれましては、ご
指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いします。

四つのテスト
－ 言行はこれに照らしてから －

Ⅰ　真実か　どうか　　　　　　　
Ⅱ　みんなに公平か　　　　　　　
Ⅲ　好意と友情を深めるか　　　　
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか




