
 
 
 
 
 
 
 

第 1669 回例会  

平成 23 年８月８日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「我等の生業」 

３．ゲスト紹介  嶋田 浩幸様  

三井住友海上火災保険㈱和歌山第一支社 課長 

４．ビジター紹介 打垣内 尚雄様 (大阪御堂筋 RC) 

５．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 40 名 

  出席率 66.70％ 前回修正出席率 66.70％ 

 

６．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

昨日堺で開催されたク

ラブ会長会議に出席して

きました。本日は、その結

果を報告することでスピ

ーチとさせていただきま

す。 

 最初に大澤ガバナーの

挨拶があり、本年度は地区

の修正と再出発に全力を

傾けて努力するので、協力

をお願いしたいというも

のでした。 

（１）講演は、2004-2006 年度 RI 理事の南園義一氏、

第 2710 地区、防府 RC）から、「ロータリーの奉仕活

動～プログラムからプロジェクトへ」のテーマで話を

聞きました。①「思いやりの心」こそ、ロータリーの

根源②会員の現況その他奉仕プロジェクト、指導者育

成、広報、財団の現況を把握し、クラブの管理・運営

をどのように遂行するか、具体的な目標と計画を立て

る③会長のリーダーシップとは、一般社会のような

「縦型」ではなく、皆で意見を出し合う「横型」のも

のでありたい④プログラムとプロジェクトは、柔軟性

のあるモチベーションとクラブの自主性を重んじた

ものが大切⑤クラブの自主性は、 RI から与えられた

プログラムやプロジェクトの中からのみ選ぶことを

辞めよう⑥ＷＣＳを中止の理由は、財団と重なる部分

をカットして簡素化した結果 

（２）地区情報規定委員会説明 

  1. クラブ細則の改正手順 

  2. 地区資金と人頭賦課金、各分担金 

（３）決議提案事項 

  1. 地区資金予算総額 ３千２百万円 

  2. 地区分担金は前年度繰越金を充当するために

集めない。 

  3. 地区大会の人頭分担金は一人１万円 

  4. 地区大会開催予定: ４月７日、８日で堺市内 

 
７．幹事報告        幹事 山畑 弥生 君 
○メーキャップ 
 中村 雅行君   ８月４日 和歌山東 RC 

○休会のお知らせ 
和歌山城南 RC ８月 11 日(木) 

 
８．委員会報告   国際奉仕委員会 寺下 卓 君 
  8 月３日から 6日まで、昨

年度、ＷＣＳで支援したフ

ィリピンのセブ島に行って

きました。山奥の小学校に

も行ってきました。皆さん

にご協力いただいた中古Ｔ

ＶやＰＣなどが教室に置か

れており、報告を受けました。皆さんに有難う！を伝

えてくださいとのことでした。また、彰化東南ＲＣか

ら預かったＷＣＳ支援金を渡しました。このほか、東

日本大震災の寄付に対するお礼を言ってきました。    

 
９．ゲスト卓話 三井住友海上火災保険㈱ 

和歌山第一支社 課長 嶋田 浩幸 様 

○東日本大震災について 
2011 年 3 月 11 日、宮城県

牡鹿半島の東南東沖 130km

の海底を震源として発生し

た東北地方太平洋沖地震は、

日本における観測史上最大

のマグニチュード 9.0 を記

録し、震源域は岩手県沖か

ら茨城県沖までの南北約

500km、東西約 200km の広範

囲に及びました。この地震により、場所によっては波
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高 10m 以上、最大遡上高 40.5m にも上る大津波が発生

し、東北地方と関東地方の太平洋沿岸部に壊滅的な被

害をもたらしました。 

また、大津波以外にも、地震の揺れや液状化現象、

地盤沈下、ダムの決壊などによって、東北と関東の広

大な範囲で被害が発生し、各種ライフラインも寸断さ

れた。震災による死者・行方不明者は 2万人以上、建

築物の全壊・半壊は合わせて 25 万戸以上、ピーク時

の避難者は 40 万人以上、停電世帯は 800 万戸以上、

断水世帯は 180 万戸以上に上りました。政府は震災に

よる被害額を 16 兆から 25 兆円と試算しています。 

 被災地の保険の支払については、順次支払に応じ、

対応しています。 

一方、私た

ちの住む、和

歌山県におい

ては、今後の

東南海、南海

地震による巨

大地震、津波

に備え、減災

対策や防災対策を強化しています。パンフレットを参

照してください。 

○地震に対する保障について 

「地震保険」は、被災者の生活の安定を目的とする

保険であるため、保険の対象は住宅及び生活用動産に

限られます。この保険は、独立の保険ではなく、火災

保険（住宅総合保険、店舗総合保険など）の契約に付

帯する形（オプション）になっています。火災保険（主

契約）の保険金額の 30～50%に相当する範囲内で保険

金額を設定することになり、建物 5,000 万円、家財

1,000 万円が上限となっています。保険料は、所在地

（都道府県）と建物の構造により異なる。所在地は、

地震の危険度により都道府県別に1等地～4等地まで

の 4つに区分されており（4等地は、東京都・神奈川

県・静岡県）、建物の構造は、木造か非木造かの 2 つ

に区分されます。また、築年数や耐震等級などの割引

制度もある。なお、1回の地震について支払われる保

険金の総額の限度が地震保険法施行令で定められて

おり、支払うべき保険金の総額がその限度額を超える

場合には、これに応じて保険金が削減されますが、損

害保険会社の経営が破綻した場合に契約者保護を行

う「損害保険契約者保護機構」でも、地震保険は 100%

補償されることになっています。 

 

10．閉会点鐘 

 

次回例会 

  第 1670 回例会 23 年 8 月 22 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

 会員卓話 朝井 修君、土井元司君、深谷 政男君 

 

 

 

 

 

 

 

深谷 政男君   今朝、初ひ孫が生まれました。 

魚谷 幸司君  全国高校野球選手権大会に出場した

福島県の聖光学院の選手が同級生の

息子で、震災のこともあり、感激し

ました。 
寺下  卓君  セブ島に行ってきました。 
 
 
 
 
 
 

2013-14 年度国際ロータリー会長 

ロン D. バートン氏 （米国ノーマンＲＣ） 
 

米国オクラホマ州、ノ

ーマン・ロータリー・ク

ラブのロン D. バートン

氏が、2013-14 年度国際

ロータリー会長に選出さ

れました。対抗候補者が

いない場合、同氏は 10

月 1 日に会長ノミニーと

なります。  

1979 年にロータリア

ンとなったバートン氏は、

現在、未来の夢委員会副

委員長と米国ポリオ撲滅タスクフォースのメンバー

を務めています。これまでに RI 理事、ロータリー財

団管理委員、管理委員会副委員長、国際協議会モデレ

ーター、モデレーター補佐、グループ討論リーダー、

地区ガバナーを歴任しました。このほかにも、2011

年ニューオーリンズ国際大会委員会委員長、投資諮問

委員会副委員長、職業奉仕委員会連絡担当理事、 恒

久基金米国アドバイザー、ロータリー財団地域コーデ

ィネーターを務めた経験もあります。また、ウィリア

ム B. ボイド 2006-07 年度 RI 会長のエイドでもあり

ました。 

バートン氏は、RI 超我の奉仕賞、ロータリー財団

功労表彰状、ロータリー財団特別功労賞、ポリオのな

い世界を目指す奉仕賞を受賞しています。  

バートン氏は、2007 年、オクラホマ大学財団会長の

職を最後に引退しました。米国弁護士協会、クリーブ

ランド郡弁護士協会、オクラホマ州弁護士協会の会員

であり、オクラホマ州と連邦最高裁判所で弁護士を務

める資格を有しています。地域社会でも活発に活動を

続けてきた同氏は、ノーマン公立学校財団の創設者兼

元会長、ノーマン地域財団の創設者兼元理事です。米

国ボーイスカウトでは、シルバー・ビーバー賞を受賞

し、ラスト・フロンティア・カウンシルの会長も務め

ました。   

会報・ＩＴ委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


