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四つのテスト
1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるかどうか？
2020-21 年度 会長：中嶋 利生

幹事：助川

昌弘

■第 2790 地区ロータリークラブ URL.http://www.rid2790.p/2018/

２１３７回通常例会

全支店、集合例会、懇親会停止との

とです。その申請方法、活動要件は

ことです。様々な企業がこのように

省きますが、要するに寄付はシェア

1. 点

鐘

中嶋利生

会長

影響がある中、我々も無理をせずく

されるシステムであることを強調さ

1. 会長報告

中嶋利生

会長

れぐれもご自愛ください。

れていたように感じられました。中

1. 幹事報告

助川昌弘

幹事

さて、先週１２日に今年度ロー

期の目標に向け当クラブも地区補助

1. 卓

話

青野真哉

会員

タリー財団セミナーが開催されま

金、グローバル補助金を使い良いこ

1. 点

鐘

中嶋利生

会長

した。当クラブにおいても６名の

とをする、そんな目標を持ってもよ

参加を得て、勉強してまいりまし

いと思います。ポリオ根絶について

た。 私 は ZOOM で の 参 加 で す が、

も触れており、現状あと２か国、パ

ZOOM での参加が６５名おられま

キスタン１０１名、アフガン２４名、

した。桜木財団委員長点鐘後、現状

野生型ポリオウイルスが３年間発症

報告、日本全体の年次基金寄付の平

しないことが、根絶認定基準とのこ

均１４４．８５ドル、当地区の寄付

とです。もう少しですね。

会長報告
会長

中嶋

利生

金１３９．４１ドルとなり平均以下、

最後に、安田会員が発表しました、

関東地区での寄付金は毎年最下位と

ロータリー平和フェローシップにつ

の報告がありました。特に声を大き

いては、世界平和のため活動してま

くして話された事は、世界で良いこ

すが、なんと会員の認知度２０％と

先日千葉銀行支店長、落合会員よ

とをするための寄付金の使われ方で

のこと、後日安田会員より卓話とい

り当分の間、例会を休みますとの連

した。３年後、この寄付金は、地区

う形でお話しいただければと思いま

絡をいただきました。柏田中病院、

に５０％還元され各クラブのプロ

す。以上会長報告終わります。

柏中央高校でのコロナクラスター発

ジェクト、地区補助金、そしてグロー

生により銀行本部より通達が出され

バル補助金にも使用できるというこ

幹事報告

助川

昌弘

① 2020-21・2021-22 年度ガバナー補佐合同セミナー
開催の案内
日時：11 月 1 日（日） 13：00 ～ 17：00
場所：三井ガーデンホテル千葉

委員会報告
①研修委員会

岡島

昭信

委員長

10 月 2 日研修会について
②親睦活動委員

寺田

康雄

委員長

ガバナー公式訪問におけるニコニコのお願い

②ロータリー希望の風奨学金『風の便り』受理

卓

話

住友生命の青野です。柏神社の近くの柏 2 丁目にあ

青野

真哉

会員

います。

ります住友生命柏常総支社の支社長として 4 月に着任

昭和 41 年 4 月 8 日生まれの 54 歳。丙午で人口の少

し、嶋田会員のご紹介で 7 月に入会させていただきま

ない年に生まれました。何故人口が少ないのか皆さんご

した。どうぞ宜しくお願い致します。新入会員ですので、 存知だとは思いますが、江戸時代からの迷信で、丙午の
自己紹介と最後に会社の紹介もさせていただきたいと思
例会日／金曜日 12：30 〜
事務局／〒 277-0011 柏市東上町 7-18
例会場／ザ・クレストホテル柏
柏商工会議所会館 505
〒 277-0842 柏市末広町 14-1
TEL.04-7162-2323  FAX.04-7166-8282
TEL.04-7146-1111 FAX.04-7146-2100
E-mail：kashiwanishi@io.ocn.ne.jp

り苦になりません。むしろ、旅行に行くような所に色々
行けて、その行った先々のことを楽しんでいます。例え
ば、前任地の仙台もいい所でした。杜の都と言うだけあっ
て、青葉通りのケヤキ並木は本当に綺麗で、それ以外に
も街のあらゆる所に緑があり、季節感のある街でした。
さとう宗幸の「青葉城恋唄」に出てくる広瀬川も流れて
いて、本当に美しい所でした。仙台と言えば伊達政宗。
仙台城址（青葉城址）にある伊達政宗像は有名です。伊
達政宗のお墓である瑞峯殿もお薦めで、資料館には伊達
政宗の髪の毛が展示されています。必見です。その他に
女性は気性が荒く、その気性の激しさから男を食ってし
まうとか、夫の運気を下げてしまうと言われているから
です。ちなみに、私の妻は丙午で食われっ放しです。家
族はその丙午の妻と大学 3 年と大学 1 年の娘が二人で
す。家族は野方にある社宅に住んでいて、私は一人で柏
に住んでいます。単身赴任歴は 7 年目になります。4 月
に柏に来てからはコロナの影響で家族にはほとんど会っ
ていません。ちょっと話はずれますが、私が生まれた 4
月 8 日はお釈迦様の誕生日です。私の父方の祖父が山
形県尾花沢市の山奥にある曹洞宗東光寺という寺の住職
をしてました。ですので、小さい頃からずっと「お前は
お釈迦様の生まれ変わりだ。坊主になれ。坊主になれ。」
と言われていました。祖父が亡くなり、長男の叔父が後
を継いでいました。しかし、そこの家は一人娘しかいま
せんでした。ですので、就職活動をしていた頃「東光寺
が青野家じゃなくなってしまうので、坊主になることを
真剣に考えてくれないか？」と、親戚中から説得されま
した。
話を戻します。私が生まれたのは両親が常盤平団地に
住んでいた時で、
当時あった常盤平病院で生まれました。
生まれてすぐに引っ越してしまったので、その頃の記憶
は全くありませんが、こうして生まれた土地に戻ってき
て仕事をすることに、不思議な縁を感じています。
父が銀行員だったので、そこから神奈川の相模原、北海
道の札幌、群馬の高崎と転校を繰り返し、中学校から中
学・高校・大学と横浜に住んでいました。聞こえがいい
ので、横浜出身の浜っ子ということにしています。
平成元年に大学を卒業し、住友生命に入社しました。
当時まさにバブル絶頂の頃で、先日千葉会員が話してま
したが、日経平均株価が 38,915 円の最高値を付けた年
でした。当時はディスコ全盛の頃で、芝浦の GOLD がで
きた年でもあります。King ＆ Queen とか MAHARAJA
とかジュリアナ東京とか。懐かしいです。東京を皮切り
に、
札幌→東京（調布）→滋賀（長浜）→東京（日暮里）
→横浜→岩手（一関）→東京（町田）→池袋→山梨（富
士吉田）→仙台→ 4 月から柏と、11 回の転勤で 12 場
所目です。
「そんなに転勤して大変ですね」と言われま
すが、子供の頃から 3 回転校していたのもあり、あま

も、桃山式建築様式の国宝となっている社殿のある大崎
八幡宮や、菅原道真公を祭った榴岡天満宮、愛姫を祭っ
た青葉神社や、愛宕神社、仙台東照宮などの歴史的建造
物が沢山あります。ここで面白い話があります。皆さん
六芒星ってご存知でしょうか？二つの正三角形を逆に重
ねた形で、ヘキサグラムと言われる星形六角形のことで
す。ユダヤ教では神聖な図形としてイスラエルの国旗に
も描かれ「ダビデの星」と呼ばれています。日本でも古
来から魔除けとして用いられ、霊的攻撃から守るために
使われています。実は、先程言った青葉城址・大崎八幡
宮・榴岡天満宮・青葉神社・愛宕神社・仙台東照宮の主
要神社を線で結ぶと、見事な六芒星が浮かび上がってき
ます。これは伊達政宗が仙台城下を霊的攻撃（魑魅魍魎）
から守るために、六芒星の結界を張った、壮大な城下建
設計画ではないかという説があります。仙台に行く機会
があれば、是非見て回ることをお薦めします。
仙台の前にいた山梨県富士吉田市もいい所でした。富
士急ハイランドのある、富士山の登山口です。私は富士
急ハイランドのすぐ近くに住んでいたので、日曜日の朝
は絶叫マシンの絶叫で目を覚まされました。富士吉田市
自体は 5 万人の小さな市で、富士急ハイランド以外に
これといったものは特に無いのですが、地元民のソウル
フードである吉田のうどんというのがあります。これは
日本一硬い麺のうどんで、郷土料理なのですが日常的に
よく食べます。山梨というとほうとうを思い浮かべる方
が多いかもしれませんが、あれは地元の人は店では食べ
ません。観光客向けで高いです。一方、吉田のうどんは
店に行って食べます。350 円とか 400 円とか安いです。
市内に 47 店あるのですが、皆それぞれ贔屓の店があり
ます。汁は醤油・味噌・合わせと店それぞれで、具はキャ
ベツと馬肉がスタンダードです。すりだねという辛味が
店によって違っていて、山椒・七味・辣油等々を店ごと
に拘ったブレンドをしていて、それもまた客によってこ
のみがあります。富士吉田市内 47 店のうどんを全部食
べて回ると、吉田のうどんマイスターの認定書がもらえ
ます。現在 154 名のマイスターがいるようです。当然
私もマイスターです。富士吉田に行く時は声を掛けてく
ださい。お薦めのお店をご紹介します。ただし、塩分が
多いので食べ過ぎには注意です。富士吉田は私が今まで

住んだ所で、一番景色の素晴らしい場所でした。朝カー

自体は同じものになります。「Vitality」を付ける場合は

テンを開けると、そこには見上げるほどの高さの富士山

別途プログラム利用料が８８０円かかりますが、その代

がそびえ立っています。思わず毎朝手を合わせ拝んでし

わり加入の時点から保険料が１５％安くなります。そし

まいました。皆さんが新幹線からよく見る静岡側からの

て、健康増進活動をすることで保険料が変動し、最大

はっきりした富士山とは違い、富士吉田からの富士山は

３０％ OFF まで保険料が安くなります（逆に１０％高

北から見るので逆光でぼんやりしています。夏の夜に富

くなる場合もあります）。「Vitality」を付けない場合は

士山を見ると、登山者達の光の行列がみえます。せっか

利用料がかかりませんが、保険料は安くなりませんし

く富士山の麓に住んでいるのだからと、富士山の頂上へ

ずっと同じ保険料を払います。健康増進活動と言っても

一度登りました。やるなと言われている弾丸登山でし

特別なことをしないといけないわけではなく、健康診断

た。山小屋が一杯で泊まることができず、やむを得ず弾

の結果を出すとか、PC で健康に関する質問に答えると

丸登山になってしまいました。日本一高い山は富士山

か、歯科検診を受けるとかでもポイントが獲得できます。

３７７６ｍですが、二番目と三番目に高い山はご存知で

１０キロのマラソン大会に出ると６００pt という高い

しょうか？正解は二番目が北岳３１９３ｍ、三番目が間

ポイントの基準もありますが、ゴルフに行くと１００pt

ノ岳３１９０ｍです。実は日本の山トップ 3 を山梨県

とか１日１万歩歩くと４０pt というのもあり、こういっ

が独占しています。せっかく山梨県民をやっていたので、 た日々の積み重ねでステータスが決まります。ゴールド
一応三つとも登りました。富士山は 2013 年に世界遺産

だと２％、シルバーだと１％保険料が安くなり、加入時

に登録されましたが、世界遺産には自然遺産と文化遺産

点の１５％ OFF から積み重ねていって最大３０％ OFF

があるのをご存知でしょうか？富士山は自然遺産だと

まで安くなります。逆にステータスがブルーだと２％保

思っている方が多いのですが、実は富士山は世界文化遺

険料が高くなり、最大１０％増しまで高くなります。で

産です。富士山そのものが選ばれたのではなく、「富士

すから、高くならないように、健康診断を受けるとか日々

山―信仰の対象と芸術の源泉」ということで登録されま

歩くとか、健康に気を遣うようになるというわけです。

した。ですから世界遺産の構成資産は富士山を初め、各

しかし、健康になるとか保険料が安くなるという先々の

登山道や北口本宮浅間神社などの 8 つの神社、河口湖

楽しみだけでは、人間日々頑張り続けるのは難しいもの

等の富士五湖、忍野八海、船津・吉田胎内樹型、離れて

です。そこで、「Vitality」では目先の楽しみである特典

ますが和歌の題材となった三保の松原などなど、25 箇 （リワード）を用意しています。毎週一定数歩くとルー
所全部で世界文化遺産なんです。富士山という自然の営

レットが回せて、例えばスターバックスの５００円券が

みに宗教性、芸術性を見出してきた日本人の自然観や文

当たるとか、アップルウォッチを買って一定数歩くと

化感が国際的に認められた画期的なことだったと、私も

24,000 円分の商品券がもらえるとか、ホテルが４割引

富士山の麓に行って初めて知りました。

きで泊まれるとか、フィットネスジムが約半額になった

最後に、
仕事のことを少しお話しさせていただきます。 りとか、アディダスが３割引きで買えたりとか・・・。
今弊社が一番力を入れて販売しているのは、「Vitality」 １１月からはイオンの野菜・果物が２５％ OFF になり
という商品です。「Vitality」は、南アフリカの金融サー

ます。そんな楽しみがあるから日々頑張れる。その結果、

ビス会社 Discovery が開発した健康増進プログラムで、 「Vitality」加入者は１日当たりの歩数が１７％増えた
その「Vitality」を生命保険に組み込んだ商品です。昨

り、血圧の高めの方々の４８％が１０以上血圧が下がっ

年 6 月末時点から増えて、２０２０年４月末時点で

たという結果になっています。この血圧が下がったこと

２４の国と地域で約２０００万人が加入しています。 については、産業技術総合研究所の方からの評価を受
「人々をより健康にしたい、その人生をより豊かにし、 けています。実際に南アフリカでは、「Vitality」加入者
そして守りたい」という思いから生まれ、２０年以上の

は「Vitality」以外の保険加入者に比べて、疾病率・死

実績があります。Discovery は１国１社の生命保険会社

亡率が下がっています。しかも、ステータスが高い程リ

と提携しており、住友生命は「Vitality」を日本で展開

スクが減る傾向にあります。保険料が安くなって健康に

できるただ１つの生命保険会社です。従来の保険は、加

なるってよくないですか？

入時点の健康状態で保険料を決定し、病気等にかかった

の販売を通じて、社会全体に健康増進の働きかけを行

場合（リスク）に備えるものが保険です。これに対し住

うことで、「健康寿命の延伸」という社会課題の解決に

友生命「Vitality」は、①継続的な健康増進活動を評価

取り組んでおり、企業価値の向上との両立、いわゆる

し保険料が変動する、②健康増進活動をサポートする

CSV（共有価値の創造）プロジェクトと位置付けていま

様々な特典がある、③病気等のリスクそのものを減らす

す。引き続き「Vitality」の推進を通じて、健康長寿社

という革新的な保険です。少し詳しく説明させていただ

会に貢献して参ります。

くと、
「Vitality」は健康増進プログラムですので、これ
を付けるか付けないかの違いがあるだけで、保険の商品

弊社は住友生命「Vitality」

以上、自己紹介プラスαと会社の紹介でした。ありが
とうございました。

出席報出席報告

ニコニコＢＯＸありがとう！

★ (^^ ♪

森永会員

１０月より訪問歯科スタートします

次回の例会は

クラブ会報委員／齋藤敏文、東海林康之、秋元慶一、大久保文宏

10 月 2 日 ( 金 ) 通常例会です。

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

会員数／欠席者

出席率

６１名

／

東海林、細田、松本隆一郎、水留

１０名

江口、大久保、落合、小林太時、小林正直、小溝、

会員

83.60％

欠席報告は、木曜日の午前中まで

※柏西ロータリークラブ事務局「04-7162-2323」
☆事前に欠席が分かる方は SAA にお知らせ下さい

※ LINE グループ「柏西ロータリークラブ」
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■死亡率

シルバー
ゴールド・
ダイアモンド

「Vitality」は南アフリカ発祥の健康増進プログラムを
付帯した革新的な保険サービスです。
「人々をより健康にしたい、その人生をより豊かにし、
そして守りたい」という思いから生まれ、20 年以上の
実績とノウハウを重ねてきました。
住友生命はこの「Vitality」を日本で展開できるただ
※
１つの生命保険会社 です。

健康増進活動
年間最大

3,000pt

14,000pt

2,000pt

‐30％

-15％

（ 2/2 ページ）必ず他のページもご覧ください。

19/9 新規

３

血圧が10mmHg以上
下がった

結果が出る

＋17%

48%

産業技術総合研究所 生理機能研究チーム 小峰秀彦チーム長

「“住友生命「Vitality」”の加入者で収縮期血圧（上の血圧）が140以上の『高血圧』に分類されてい
た方のおよそ半数が血圧が10以上下がったというのは非常にインパクトのある数値です。国内では血圧改
善のさまざまな取り組みが行われており、高血圧群の３割程度が改善したという報告はあるが、今回の調
査結果はVitality会員が他の取組みと同等以上の効果が出ていることを示しています。」

非常にインパクトのある結果

住友生命によるアンケート調査結果
回答数15,702。住友生命職員を除く

Vitalityに加入して、生活の質が
高まったように感じる。

84%

2018/9月～11月契約の2019/5月末時点の状況
加入後１月目 （8,260歩）と2月目以降（9,655歩）を比較

１日あたり歩数
の増加率

行動が変わる

2018/9月～11月契約のうち、加入時の収縮期血圧が140mmHg以上の方が対象
保険加入時に提出された健康診断と加入後の健康診断結果を比較

POINT

２

POINT

93%

住友生命によるアンケート調査結果
回答数15,702。住友生命職員を除く

加入前よりも、「健康」を
意識するようになった

意識が変わる

■”住友生命「Vitality」”のご検討にあたっては、「設計書（契約概要）」「注意喚起情報」「ご契約のしおりー定款・約款」「申込内容控（兼解約返戻金額表）を
必ずご覧ください。■Vitality健康プログラム契約のご検討にあたっては、当社ホームページ等で「Vitality健康プログラム規約」「Vitalityウェブ・アプリ利用規約」
「Vitalityポイント獲得ガイド」「特典ご利用ガイド」を必ずご覧ください。
（ 1/2 ページ）必ず他のページもご覧ください。
V 戦-19-0030 (A1901100)

ドリンクチケットを獲得

●１週間ごとの取組みに応じて

ホテルなどの宿泊代金を割引

●ステータスに応じて、

お届けしたのは…

(-2%)

(-1％)

24,000pt～

ゴールド

12,000pt～

ブロンズ

特典（リワード）を楽しむ

20,000pt～

シルバー

0 pt～

ブルー

ステータス判定

(±0％)

(+2％)

(同じステータスが毎年継続した場合のイメージ)

年間最大

年間最大

年間最大 10,000pt
※65歳以上は、
年間最大12,500pt

※Vitality健康プログラムを利用しない場合の保険料

下限（－30％）

Basic※

上限（＋10％）

保険料の変動

運動

健康状態を改善する

予防

Vitality健康診断

オンラインチェック

健康状態を把握する

■Vitality 健康プログラムを利用するには、健康増進乗率
適用特約を付加した保険契約に加えて、Vitality 健康プロ
グラム契約を締結する必要があります。■Vitality 健康プロ
グラム契約の内容（ポイント獲得の対象となる活動、提供さ
れる特典の内容、Vitality 利用料等）は、2019 年 10 月
現在のものであり、将来変更になる可能性があります。■健
康増進への取組みによっては保険料が割増になり、Vitality
健康プログラムを利用しない場合の保険料を超過することが
あります。なお、割引率の上限は 30％、割増率の上限は
10％です。（割増・割引対象外の商品があります）

ケガや病気による入院、
手術、働けなくなった
場合など保障

保険契約

リスクに備える

利用料 月額 880 円 (税込)

健康増進活動の評価、
各種特典（リワード）に
よる健康増進のサポート

Vitality 健康
プログラム

リスクを減らす

“住友生命「Vitality」”の全体像

１

POINT

発売１周年
特集号

Change ～ Vitality会員の変化 ～

year results

健康 を目指すあなたにおススメ！

※南アフリカの金融サービス会社 Discovery Ltd.は１国１社の生保会社と提携し各国で Vitality を導入しており、日本では当社が独占契約を締結しています。

*1 通常商品加入者を 100％とします
*2 健康増進に取り組むほど、ブルー→ブロンズ→シルバー→
ゴールド→ダイアモンドとステータスがアップします

Vitality 加入者は疾病率・死亡率が下がっ
ています！中でも健康増進に熱心な方はさら
にリスクが減る傾向にあります。

＜南アフリカの場合＞

1st

世界 21 の国と地域で、
約 1,130 万人が加入（2019 年 6 月末時点）

世界的健康増進ブランド 「Vitality」 とは

