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【10 月 23 日第 1999 回例会 会長挨拶】 

保険と聞きますとまず生命保険が浮かんできますが、変わった保険のお話をお聞かせいただきたいと思いま

す。足のモデルでは足だけの保険、手も同じく手だけの保険があるそうです。近年にはゴルフのホールインワ

ン保険など多種多様な保険があるようです。 

 保険の始まりは、中世ヨーロッパの都市で組織された同業者組合であるギルドで始まったといわれています。 

保険の仕組みや歴史は、助け合いの歴史そのものであります。現代において、何も保険にも入っていない方

は一人もいません。保険の必要性・重要性を勉強していただきたいと思います。

  「生命保険はじめて物語」メットライフ生命保険㈱東海地区統括部長 佐藤幸二様 

近代ヨーロッパにおいて、生命保険がスタートしました。日本でのスタートからの歴史を紹介し、さらに

生命保険を身近に感じていただきたいと思います。人の役に立たなければ事業は発展しない。人の役に立

つ、必要だと思う事業だからこそ今もあると思っております。 

Ｑ１．生命保険を日本へ紹介した偉人はだれ？ Ａ．福沢諭吉 1867 年(慶応 3 年)西洋旅案内という著

書で災難請合として生涯請合(生命保険)、火災請合(火災保険)、海上請合(船舶損害保険)がヨーロッパでは

スタートしたと紹介されています。 

Ｑ２．一番最初にできた生命保険会社は？ Ａ．明治生命 1881 年(明治 14 年)福沢塾の門下生阿部泰

蔵により開業される。続いて数年後朝日生命、その数年後日本生命がスタートし、信用性のある地元の名

士に代理店契約がされていた。すべての会社が株式会社であり、明治 25～32 年までに 40 数社にまで増

えた。(現在 42 社)明治３１年に生命保険会社談話会（のちに生命保険会社協会）が設立され、明治 32 年

には保険料を統一させるために日本アクチュアリー会が設立された。ドイツの保険監督法をモデルとし、

生命保険業法が制定された。日清日露戦争で戦死された遺族の方に、生命保険金等々が支払われ、生命保

険が社会的に認知されていった。 

Ｑ３．大正時代、生命保険が必要だと認識することとなった２つの大きな出来事とは？ Ａ．スペインか

ぜ、関東大震災 

スペインかぜ(大正 7 年)が大流行し犠牲者 22 万人超、関東大震災(大正 12 年)死者 10 万人、支払保険

金額 700 万円(現在価値 36 億円)が支払われた。第二次世界大戦が終戦し、国民所得が少なく保険料支払

いがむずかしくなり、年払い・半年払いしかなかったが、昭和 21 年保険業法の改定により月払いが認め

られた。そして集金と営業を行う営業職員制度(デビットシステム)が発展していった。しかしバブル崩壊と

ともに、保険会社は赤字が増え倒産・統廃合する会社が増えていった。 

Ｑ４．愛知県民の生命保険加入金額は、４７都道府のうち何位でしょうか？ Ａ．２位 一位：東京 587

万円、二位：愛知 515 万円。メットライフ生命は明治元年、ＮＹで誕生しました。タイタニック号沈没事

故後、いち早く本社に救済施設をつくって救済、ラジオ体操の始まり、アメリカ横断ウルトラクイズの決

勝舞台ともなりました。保有契約高、総資産 83 兆円超で全米第一位。ヤンキーススタジアムの看板にカ

タカナ表記され、スヌーピーがキャラクターとなっている会社です。今後ともお引き立てのほど、宜しく

お願い申し上げます。 

 
卓話者 佐藤幸二様と鈴木委員長 

 
メットライフ生命保険 佐藤幸二様 

 
卓話：生命保険はじめて物語 

 
例会会場の様子 

本日の卓話 「ガバナー補佐訪問」 西三河中分区ガバナー補佐 桐渕利次君(岡崎城南RC) 

前回の例会 
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過去 3 回の修正出席率 
 9/18：100% 9/25：98.18% 10/2：100%  
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 幹事報告(近藤幹事) 

■ 10月30日(木)第１回地区社会奉仕委員長会議が開

催され酒井地区社会奉仕委員･坂野社会奉仕委員長

が出席されます。 

■ 同日 第１回地区大会企画委員会が開催され市川地

区大会実行委員長･同柴田幹事が出席されます。 

 出席委員会 本日の出席率 83.33%(欠席 13 名) 
前々回(10/2)修正出席率 100％(欠席 0 名) 

 ビジター報告 (サイン受付)48 名 

 ニコボックス委員会 
 メットライフ生命保険㈱佐藤幸二様より卓話料をニ

コボックスに協力していただきました。 

 三浦泰廣君･近藤金作君 職場例会をさせて頂き感謝

します。 

 鈴木圭介君 卓話者佐藤様の紹介をさせていただ

きます。 

 新浪勝也君 おおだの森草刈奉仕ご苦労様でした。 

 池田正君 おおだの森草刈奉仕参加ありがとうご

ざいました。 

 杉田広喜君 あづま会ぶっちぎりで優勝しました。 

 長坂勲君･原田耕平君･神尾英雄君 ニコに協力し

ます。 

 出席委員会 11 月 13 日(木)ガバナー公式訪問に

際し、次週出席率 100%のご協力をお願いします。 

 社会奉仕委員会 10 月 26 日(日)ロータリーデー

の開催のご案内。 

 

参加報告：「ローターアクトチャリティーバザー・募金活動」 １０月１9 日(日) ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員長 金本孝美 

10 月 19 日(日)ドミー若松店で開催されました岡崎ロー

ターアクトクラブ主催「チャリティーバザー・募金活動」に

参加してまいりました。「公益財団法人日本対がん協会」を

通して寄付がなされます。バザー品のご提供・ご協力いただ

き、ありがとうございました。 

  

11 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/6(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「第 25 回インターアクトクラブ年次大会を終えて」山内隆一君 

11/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ガバナー公式訪問」ガバナー 近藤雄亮君(名古屋瑞穂 RC) 

11/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「環境推薦地区ぼくたちわたしたちの形埜」形埜小学校の皆さん 

11/27(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「国づくりにむけた若者たちの役割」世界平和ﾌｪﾛｰ 水野真希様 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

10 月 31 日（金） 安城・西尾 KIRARA 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

11 月 3 日（月） 豊田西・豊田三好 法定休日の為休会 

11 月 10 日（月） 豊田三好 保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

11 月 11 日（火） 西尾 西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30 

11 月 12 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30 

11 月 21 日（金） 安城 碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30 

11 月 24 日（月） 豊田西・豊田三好 法定休日の為休会 

11 月 25 日（火） 西尾 西尾信用金庫 中央支店 2 階事務局 11:30～12:30 

11 月 26 日（水） 豊田東 ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30 

11 月 26 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11 月 12 日（水） 葵 CC 
【10 月あづま会結果】優勝：杉田広喜君 N67・G103 

準優勝 柴田健吉君 N76・G90 

ひよどり会 11 月 13 日（木） チャーム 定例会 


