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明治安田生命保険相互会社　平塚支社
支社長　田 島 裕 巳 会員

自己紹介と当社の現況等

                                      明治安田生命保険相互会社　平塚支社
支社長　田　島　裕　巳　

　2013 年５月９日より前任の國岡からの引継ぎでまた
同様に桐本会員・福澤会員のご紹介で平塚ロータリーク
ラブに入会させて頂きました田島裕巳と申します。
　本日は入会記念卓話の機会を頂きまして本当にありが
とうございます。ロータリーには初入会させて頂き、ま
だ３ヶ月も経過していなく同時に右も左もわからず、何
も貢献出来ていませんが、ご指名によりお時間を頂き、
簡単に自己紹介と当社の現況等をお話させて頂ければと
思います。
　出身は兵庫県神戸市で鉄工所経営の父を持つ長男とし
て生まれました。鉄工所の２階に居住していましたので
幼少時から３～４名の職人さんと溶接等の仕事に取組む
父と経理等事務仕事に従事していた母を見て少年時代を
過ごしました。
　就職活動に関してですが、大学４回生であった 1990
年。世の中がバブル絶頂の時期であり、『超売り手市場』
と呼ばれた頃です。春頃からリクルート冊子が毎日、山
のように無料送付され、企業の人事担当者からひっきり
なしに電話がかかっていました。ようやく焦り出し、友
人と百貨店にリクルートスーツ・靴・鞄を買いに行きま
した。現在の学生さんには大変申し訳ないですが、能天
気そのものでいくつかの会社訪問を行いました。学生時
代は決して学業優先ではなかった私にとって、どの業種
が最適かも分別もつかず、最終的に委ねたのはなんと『占
い』でした。当時、京都の八坂神社の境内に『右腕に火

傷を負った女性』の占いが人気で、よく的中すると聞い
ていたので、就職活動の合間をみて友人と真夏の炎天下
の中、リクルートスーツを着て２時間以上並びました。
占いでは、『あなたは、女性と接する仕事が適しています』
と言われ、『例えば、百貨店の販売員、婦人服のアパレ
ルメーカー、スーパーの店員等です』とのこと。全くもっ
て予想外で訪問もしていない業種だと答えると、『訪問
されている業種の中で生命保険の仕事は女性と接するの
で最適』と念を押され、生命保険業界に決めました。全
く根拠もないと言わざるを得ません。最終的に真摯に対
応頂いたゼミの２期先輩のいらっしゃる明治生命に決め
ました。
　次に入社からの職歴ですが、入社時の配属は大阪のど
真ん中での 20数名の同期とともに生命保険販売実習で
す。生保会社は女性の営業職員が暑い日・寒い日・大雨
の日にもかかわらず、保険契約を獲得してお客さまから
保険料を頂戴し、初めて我々内勤職員の給与にあてられ
ることを身にしみ感じた辛い２年間でした。その後、事
務職員・所長代理を経て、５ヶ所 13 年間を営業所長・
岐阜で業務推進部長・阪神で支社長・今年から平塚で勤
務となっています。当社は北は北海道から南は沖縄まで
全国に営業所をもっており、転勤は３・４年毎の日常茶
飯事です。主な勤務地域は関西 14年・神奈川７年・岐
阜２年で入社 23 年目ですが、引越しは 10 回目となっ
ています。
　さてここから、当社の現況を若干触れていきたいと思
います。レジュメ記載のとおりですが、全国の営業拠点
数は 74支社・956 営業所ございます。私が担当してお
ります平塚支社は 11営業所であり営業職員数 312 名、
内勤職員数 64名が在籍しております。管轄は平塚市内
に３ヶ所・小田原市内に４ヶ所・秦野市そして静岡県で
は下田・伊東・熱海に営業所を構えております。保有件
数 83,641 件と記載していますが、他社さんとの競合で
は残念ながら秦野市のみ第３位です。他の平塚・小田原・
下田・伊東・熱海はおかげさまで全てシェアはトップと
なっています。平塚ロータリークラブ会員の方にも古く
から当社におつきあい頂いているお客さまもいらっしゃ
いまして、この場を借りて深く御礼申し上げます。下段
には当社が最も力を入れて取組んでいる項目『お客さま
満足度向上』です。お客さま調査を実施し始めた 2006
年度は『満足』『やや満足』は僅か 27.1％で一般の企業
さまからのイメージは 100％が当たり前ではないかと
お叱りを幾度となく承りました。保険業界へのご不満は
絶えない面が多々ありますが丁度、同じ時期から２制度
を導入しております。①担当するすべてのお客さまに原
則、年２・４回の面談訪問を実施する『安心サービス活
動制度』と②知識やスキル、マナーなどの向上と均質化
を目的に導入致しました『社内教育検定制度』です。全

＜出席報告＞

本日の卓話者ご紹介

 入会記念卓話

本　日  8月  1日 会員数  63名 対象者  58名 出席者  44(41)名 出席率  72.13％
前々回  7月18日 会員数  62名 対象者  57名 出席者  40(37)名 出席率  66.67％ MUP  5名 計  45名 修正率  75.00％



国の拠点で推進し、５・６年経過しましたが、ようやく『お
客さま満足度』が 50％近くまで向上しております。引
き続き、先ずは平塚市内の約３万件の全てのお客さまか
ら満足を頂けるように、精進させて頂きたいと思います。
　次ページを参照して下さい。医療変化に対応した新し
い医療保障をご説明させて頂きます。①入院日数は約
15年間の間には平均 32.8 日から平均 17.9 日へと短期
化し、②入院時の１日あたり自己負担費用額は平均 1.6
万円と高額になっています。そして③医療技術の進歩に
より手術を伴わない入院が増え④日本人の３人に１人の
死因と言われている『がん』も化学療法や放射線治療が
増えてきています。そして、これまでの『入院日数×給
付金日額』や『手術種類に応じた倍率給付金』では入院
中の医療費自己負担額に対して不足するケースが考えら
れています。下記に『領収書イメージ』が掲載されてい
ますが、公的医療保険制度の保険給付の対象となる入院
をした時に入院中の療養にかかる『診療報酬点数×３円』
が入院給付金として支払う保険が『医療費リンクシリー
ズ』とうたっています。現在、うさぎの人形とボブサッ
プがプロレスしているテレビコマーシャルのことです。
　また、ご存知の方も多いと思いますが、最近の税制改
正にて平成 27年１月１日以降の相続税の基礎控除額が
5000 万＋（1000 万×法定相続人）から 3000 万＋（600
万×法定相続人）に改定されます。今まで法定相続人が
３名（妻＋子２名）の場合 8000 万までの相続は非課税
となっていたものが、60％にあたる 4800 万の財産ま
でが課税されることになり、一般のサラリーマンでも持
ち家があると課税対象になる人が増えるでしょうし、多
くの財産がある被相続人からはさらに多くの相続税を徴
収する仕組みに変わったということです。これに対処し
『相続』を『あらそう・争続』にしないために生命保険
活用がひとつ方法でもあります。
　以上、入会３ヶ月にも満たない、また平塚に何の縁も
なかった私が自己紹介ならびに当社の現況等をお話しさ
せて頂きました。感謝申し上げます。これから微力では
ありますが、貢献出来るように全力で頑張りますので今
後ともご指導の程よろしくお願い申し上げます。

＜ガバナー補佐からのお知らせ＞
国際ロータリークラブ 2780 地区　

第８グループ　ガバナー補佐　桐 本 美智子　
　「未来の夢計画」の夢とは何かという質問が多いので
お答えします。
　「夢計画」とはRI の長期戦略計画の一つで、「VISION 
OF FUTURE」の日本語訳です。「夢」とはビジョンの事です。
　戦略計画は、ロータリーのマンネリ化を防ぐため、ロー
タリーの活性化を計るため、もっと効果的に大きく活動
してもらうためにいろいろ考えてつくられました。
　（夢計画）ビジョンとは、
　「クラブにおける奉仕活動に未来に向けてひとつの方
向性をもってもらおう」という意味です。RI では、そ
の方向性にあった奉仕をあたらしくクラブで考え出して
欲しいといっています。方向性とは、「奉仕活動の目的
を一つの方向にもっていこう」と云う事であると思います。
　1　地域に求められている事が何かを知り、
　2　公共的イメージにあう公報ができるものであり、

さらに　
　3　人道的であるものでありたい。
という事です。
　そういう奉仕を新しく計画してほしい、クラブを活性
化し、公共イメージ公報にもなるので財団から補助金も
出したいと云う事で「未来の夢計画」と名付けられました。
　RI の会員で居られる会員の皆様のひとりひとりがア
イデアをだしあって協力し、「考えてみる事が大切」と
思っております。クラブの財団委員長も頑張っていらっ
しゃると思います。第８グループ全体で奉仕する事も可
能です。補助金を受ける手続きも大変でしたが地区でか
なりのお手伝いをしてくださるそうですので、「夢計画」

を前向きに考えて頂きたくお願い申し上げます。

＜幹事報告＞
◎国連協会平塚支部創立 60 周年記念式典、記念講演及
び記念アトラクションのご案内
　日　　時：9/21（土）　式典　13：00～
                                           講演　14：00～
　場　　所：平塚市中央公民館大ホール
　記念講演：公益財団法人日本国際連合協会　
                         会長　千　玄室　氏
　アトラクション：琉球舞踊　
                               平塚ろう学校和太鼓愛好会「鼓舞子」
　＊桐本会員出席します。
◎第４回ＩＡ委員会及び第３回ＩＡ合同会議開催
　日　時：8/10（土）　13：00～ 13：45委員会
　　　　　　　　　　　14：00～ 17：00合同会議
　場　所：第一相澤ビル６Ｆ
◎ 2014-15 年度財団補助金管理セミナー開催
　日　時：8/24（土）　13：00～ 17：00
　場　所：第一相澤ビル６Ｆ
◎ＩＡ学友会　交流会のお知らせ
　日　時：8/18（日）　13：00～ 14：30　
　（12：30に八景島駅にメンバーがお待ちしています。）
　場　所：八景島シーパラダイス「焼屋」
　対　象：ロータリアンとそのご家族
　締　切：8/4（日）

＜新会員のご紹介＞
　株式会社平塚みす平仏具店
　取締役　前田孝平 (まえだ  こうへい)様
住　　所　神奈川県平塚市錦町３－ 22
              　    日本堂ビル５Ｆ
生年月日　1972 年９月 11日
家　　族　妻・長女 16歳・長男 10歳
結婚記念日　平成８年 11月 16日
学　　歴　平塚二葉幼稚園卒園
　　　　　平塚市立崇善小学校卒業
　　　　　平塚市立江陽中学校卒業
　　　　　神奈川県立神田高校卒業
　　　　　立正大学仏教学部卒業
経　　歴　平成７年４月　京都市　株式会社吉田治市商            

　　　　　　　店入社
　　　　　平成10年３月　　　　上記退社
　　　　　平成10年４月　柏市　株式会社オオイ入社
　　　　　平成12年３月　　　　上記退社
　　　　　平成12年４月　株式会社平塚みす平仏具店
　　　　　　　　　　　　 入社
　　　　　平成24年11月   上記　取締役就任
                                             現在に至る
好きな食べ物　アボガド・魚の煮付
嫌いな食べ物　焼肉（特にホルモン系）
趣　　味　海外旅行・ドライブ・スキー

＜メークアップ＞　　　　５名　　
　　　　桐本・吉柳・柳川・小野・柏手　会員

＜本日のスマイル＞　　　24名

＜ゲスト・ビジター＞　　０名

＜卓話・行事予定＞
８月　８日（木）　平塚ロータリー文化賞贈呈　
                                  内野慎吾様
　　１５日（木）　休会（定款による）
　　２２日（木）➡２３日（金）
                               花火大会見学夜間家族会　
　　　　　　　　　18：00～ 20：00サンライフ本社ビル
　　２９日（木）　入会記念卓話　日坂泰之会員
９月　５日（木）　地区会員増強・会員維持委員会
　　　　　　　　    委員長　荻原保典様（相模原西ＲＣ）
　　　　
＜市内例会変更＞　　　　現在ございません

＜メークアップ＞

＜本日のスマイル＞

＜卓話・行事予定＞

＜市内例会変更＞

＜ゲスト・ビジター＞

＜ガバナー補佐からのお知らせ＞

＜幹事報告＞

新会員紹介

クラブ会報委員会　　◎青山紀美代　　○山本　智　　木村義広　　水越久晴　　福山　裕　　秋山佳彦


