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村松邦彦 副会長の時間 

本日の進行 (12：30) 

田中俊樹会員 ｢著者が語る

小説『サクラへ』の裏話｣ 

―次回のお知らせ― 

4 月 10 日 (12：30) 

吉川雅幸氏（メリルリンチ日本証券） 

「世界経済日本経済の行方」

の裏話｣ 

今日も元気です 
桐ケ谷会員 3 月 3 日 92 才に 桜満開の 

披露山公園果樹園 

梅の収穫は 6 月頃 

 

寄贈 創立 30 周年 の立札 

(梅 25 本・甘夏みかん 25 本
を植樹 第31代 村田会長) 

ｖ 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

青少年交換留学生雑感 

石田会長はスウェーデンの御嬢さんの元に行

かれました。今日は会長代行を務めます。 

逗子ロータリークラブで受け入れてい

るエレンも早や七ヶ月。やっと日本に慣れ

てきました。来日当初は日本語が理解でき

ず、教室の授業も分らず、居眠りと図書館

での自習で時間を持て余していたと聞いています。 

日本語は世界でも有数な難解語。漢字、ひらがな、カタカ

ナと表現も複雑。習得するには多くの時間が必要とされます。

しかも世界の多くは九月が新年度。一年生の途中で入学、春

休みを挟んで二年生。これでは留学生にとって、大きな負担

となります。日本語学校での勉強は月三回、一時間半程度。

集中学習には程遠い状態です。留学生の実力に差異があると

思いますが、実態を把握、せめてコミュニケーションがとれる会話

力を身につけてからの入学でも遅くないと考えられます。 

来日当初は日本語学習に集中、四月から新一年生として授

業に参加してはどうでしょう。受け入れの学校は異国の文化

に触れメリットもあり歓迎していますが、負担も多いと聞い

ています。留学生本人にも過酷です。長い間試行錯誤して今

日の制度が確立したと思われますが、留学生の実態を調査し、

更なる制度変更も必要と感じました。 

 

・4 月ロータリーレート 1 ドル 102 円 

・第 6 回新会員の集い(延期日程) 5/23(金)～5/24(土) 

箱根ホテル小涌園 

・米山奨学生オリエンテーション 4/12(土)14:00～ 

かながわ女性センター 

・例会変更案内：葉山 RC・鎌倉中央 RC 

・日米協会総会 4/25(金)19:00～逗子文化プラザホール 

・逗子市市制 60 周年記念式典 4/20(日) 14:00 文化プラザ 

・岩手県里親会より「里親いわて第 38 号」 

 

 

 

 

 

 

４月 例会予定 

4/3 田中俊樹会員「サクラへ」の話 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

4/10 吉川雅幸氏（メリルリンチ日本証券） 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

4/17 ペマ・ギャルポ氏(政治学者) 18:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

4/24 土橋正道氏（テレビプロデューサー） 12:30 ｶﾝﾃｨｰﾅ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

─ 2521 回 例会記録     2014 年 3 月 27 日 ─ 

「Ｌｅｔ‘ｓ ｒｅａｌｉｚｅ Ｒｏｔａｒｙ !！｣ 

会 長◆石田 隆 

会長ｴﾚｸﾄ◆藤吉一哉 

副会長◆村松邦彦 

   ◆橘 克巳 

幹 事◆岡本 久 

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔 

会 計◆市川 浩 

直前会長◆岩瀬浩人 

会報委員長◇宝子山泰久 

例会日：第 1･2･4木曜日 12:30 

第 3木曜日 18:30 

第 5木曜日 18:00 

例会場：「カンティーナ」 

逗子市新宿 1-3-35 

TEL：046-870-6440 

事務所：逗子市逗子 1-9-26 

萬屋ビル 2Ｆ 

TEL＆FAX：046-873-0226 

報 告 

ビジター 中村雅信君 

（東京日本橋 RC） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜KNT で社会人スタート＞ 

大学卒業後、近畿日本ツーリスト㈱＜KNT＞に入社。一般団

体旅行営業の担当に。顧客開拓から旅行の添乗、清算等の仕

事に従事。その後郵便局の簡易保険旅行団体のセールスに専

従。独自の旅行コースの提案や大掛かりな団体旅行の添乗業

務を行い 11 年間勤務する。 

＜転職のきっかけ＞ 

入社当時の KNTは業界 3 位。2 位の日本旅行に追い付き追

い越せを合言葉に、活気溢れる社内の雰囲気があったが、こ

の目標を達成すると次第に会社の官僚化が始まり、実績より

も年功序列や支店長の裁量による調整が顕著に。また旅行実

施時にはスケジュール管理を優先し、旅行参加者の満足を最

優先する意識も低く KNTでの自分の将来に期待と希望が持

てなくなる。 

そんな時に声をかけられたプルデンシャル生命は「日本の生

命保険を変える」をテーマにした若い会社で、自分たちの力

で業界を変えられるかもしれない可能性、営業を通じてお客

様と個人として深く関わりあえる。しかも仕事は公正且つ客

観的な基準で評価される、このような社風に魅力を感じ転職

を決意。 

＜プルデンシャル生命㈱日本法人の概要＞ 

1979 年ソニーとの合弁会社、ソニープルデンシャル生命保

険を経て、1987 年に設立。オーダーメイドの保険をライフ

プランナーが設計、販売するのが特徴。代理店を使わず、正

社員のみが営業を行い、コマーシャルを一切していない。 

＜今後の仕事分野は“相続対策”を中心に＞ 

多くの人が不安と疑問を持つ身近な「相続問題」。 

この具体的な対策の提案こそ自らの知識と経験を生かしたミ

ッションと確信。 

＜円満且つ円滑な相続のために＞ 

遺産額が少なくても分割相続で揉めるケースが非常に多く、

超高齢化社会が進む中で被相続人、相続人の認知症や介護等

が絡み、多くの複雑な問題を抱えているのが現代ニッポンの

相続事情。 

平成 27年 1月の税制改正により相続税の基礎控除が大幅に

引き下げられる。（現行の 6 掛） 

生前の相続対策が逆効果となったり、遺言がないために想定

外の悲惨な結果となったケースが多数あり。 

遺言状の作成でトラブルを回避することが肝要。 

受取人の固有財産であり遺産分割の対象外となる「生命保険」

の活用も検討の要あり。 

☆相続対策の優先順位とポイント 

1)分割対策…揉めることなく分けられるか。 

2)納税対策…財産を残すための現金は用意できているか。 

3)生前対策…財産評価を下げる方法は。 

 

■ニコニコＢＯＸ  本日合計 ￥３２．０００  累計￥ １.５６３．０００  

森澤君…イニシエーションスピーチ緊張します。矢部さん

色々と有難うございます。 

岡本君、市川君、桐ケ谷君、山口君、岩瀬君、矢部(房)君、 

藤吉君、宝子山君、服部君…森澤会員、イニシエーションス

ピーチよろしくお願いします。 

松井君、松田君…森澤会員、スピーチ楽しみです。 

臼井君、草柳君…森澤会員、スピーチ期待します。 

三宅君…森澤会員、リラックスしてガンバレ～。 

毛利君…森澤さん、一日も早く、我々にとけこんで下さい。 

矢部(光)君…４月１日桜開花予想、入学、入社、スタートの

時。森澤会員、ロータリアンの船出、栄光あれ！ 

桐田君…天候に恵まれず、土間のコンクリート打やってます。 

安藤君…台北の照明展示会、マニラの宗教の会合へ出て急い

で帰国しました。 

岩堀君…明日からドバイ・カタールに行ってきます。 

村松君…桜前線北上中、春近し心踊ります。卓話楽しみ。 

寺嶋君…桜が咲き、逗子が華やぐ季節になりました。 

 

【ビジター】中村雅信君(東京日本橋 RC）  

【出席報告】会員数 49名（出席免除 6名） 出席数 25名：出席率 53.19%   

担当：宝子山 泰久 

 

【プロフィール】 

昭和 33 年 12 月 25 日 千葉県成田市に生まれる 

昭和 56 年 3 月 立教大学社会学部観光学科 卒業 

昭和 56 年 4 月 近畿日本ツーリスト株式会社 入社 

平成  3 年 9 月 近畿日本ツーリスト株式会社 退社 

平成  3 年 10 月 プルデンシャル生命保険株式会社 入社 

平成 25 年 エグゼクティブライフプランナープレミアムメンバー資格取得 

＜家族＞妻、長女（社会人）、次女（大学院生） ・4 年前葉山に転入 

＜趣味＞ゴルフ、DIY、シーカヤック 

 


