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会長卓話 

 
小宮山 大介 会長 

本日も例会のご参加ありがとうございます。コロナウ

イルスも大変気になるところですが、今日は違う話題

にさせて頂きます。 

私、野球はあまり詳しくないのですが、パット・マホ

ームズいう選手にご記憶にある方はいらっしゃいます

か？メジャーリーグを経て 1997 年に横浜ベイスター

に在籍したピッチャーです。その方の息子が先日の

スーパーボウルで優勝したカンサスシティ・チーフス

のエース QB のパトリック・マホームズなのです。今回

のスーパーボウルは 54 回目、ドルフィンズの本拠地、

マイアミのハードロックスタジアムで開催されました。

ちなみに入場者62,417人チケット最低価格352,000

円だったそうです。 

対戦相手は 1980年代大活躍したQBジョー・モン

タナ、ヘッドコーチビル・ウオルシュ率いるサンフラン

シスコ・49nersでした。49ners はモンタナなどスター
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QB を多く輩出していますが、ここ何年も不在の状況

が続きました。やっと 2011 年にコリン・キャパニックと

いうスター選手を獲得しましたが、行動が原因でここ

2年契約に至らずプレーをしていません。 

それは試合前の国歌斉唱の際、“黒人や有色人種

への差別がまかり通る国に敬意は払えない”と起立を

拒否した行動です。これに多くの黒人選手が同調し

大きなムーブメントになりました。これにトランプ大統

領が“我々の遺産に対する完全な侮辱であり、我々

が敬意を表しているすべてを軽んじている”と応戦し

ました。その後、ナイキの不買運動などに繋がって行

きました。（キャパニックはナイキの広告塔） 

 

話は少し変わりますが、先日とても興味深い本に

出合いました。最近日本でも性的マイノリティへの配

慮を訴える声が多くあります。アメリカではそれが、ど

んどんエスカレートしているそうです。例えばカリフォ

ルニア州では男女共用トイレが増えているとの事です。

“女性が危険な目に合う”などと言うと、さらに激しく

“性的マイノリティへの差別と批判されるそうです。 

何だか行き過ぎた”リベラル派と保守派の争いが一

層激しくなっている感がありますね。今年の大統領選

挙がどうなるのか？今後よく見ていきたいと思ってい

ます。 

 

最後に先ほどの本 “私が日本に住み続ける 15の

理由“ケント・ギルバート著をお勧めして、本日の挨拶

とさせて頂きます。 

 

幹事報告 

大濱 裕広 幹事 

 皆さま、こんにちは。武田様、前川様ようこそ。本日

もよろしくお願いいたします。それでは幹事報告いた

します。 

（地区より） 

・社会奉仕アンケート提出のお願いが来ております。

2 月 17 日締切となっておりますので、よろしくお願

いいたします。 

・RLI パートⅢの案内が来ております。日時は 3月 7

日（土）、午前 9 時から埼玉会館にて開催されます

ので、該当される方には是非、出席をお願いいた

します。 

・会長エレクト研修セミナーのご案内が来ております。

日時は 3月 26，27日の 2日間となっております。

次年度の須賀エレクトの出席となっておりますので

よろしくお願いいたします。 

（クラブより） 

・大宮 RC 様より、ポリオ根絶チャリテークラッシックカ

ーラリー開催のお知らせが来ております。日時は 3

月 21日（土）朝 7時から大宮氷川神社にて受付を

しておりますのでご興味ある方は事務局までお願

いいたします。 

・第 45回越谷市民まつり第 4回全体会及び第 46回

越谷市民まつり準備委員会の開催について案内

が来ております。 

・越谷東ロータリークラブ様より 2~4 月のプログラムが

来ております。 

・小宮山年度も残すところ 5 か月となりました。まだ各

委員会の事業が残っておりますので、各委員長様

には委員会の開催をお願いいたします。残りの各

事業の打ち合わせ及び懇親を深めていただき、多

くの会員の皆様に例会出席をお願いしたく、お声

をかけていただきますように、よろしくお願い申し上

げます。 

以上幹事報告でした。 
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お客様挨拶 

 
ボーイスカウト越谷第6団 団委員長 前川 静男 様 

ボーイスカウトの活動報告とお礼のお話しを頂きま

した。 

3分間ロータリー情報 

 
深野 秀樹 会員 

「ロータリーの徽章（きしょう）」 

●初期のクラブ徽章 

1905年、シカゴ・ロータリークラブの会員だった彫

刻家のモンタギューM.ベアが 13本の幅のある馬車

の車輪をクラブ徽章として描きました。ほかのクラブ会

員から「そのデザインでは躍動感がなく生き生きした

感じもない」と批判されたベアは、飾りをつけ足して、

車輪が雲の上を走っているようなデザインにしました。

残念ながら、雲が「ほこり」のようだとか、車輪の両側

から土煙が上がるのは物理法則に反していると指摘

する会員がいたため、ベアは雲の上に「ロータリーク

ラブ」という語の入ったバナーをかぶせました。 

●初期連合の徽章 

歯車には二重の目的がある。第一にデザインの簡

素さを和らげること、第二に力の象徴となることである。

ロータリーは 1912年に国際団体になったため、クラ

ブは同様のデザインを使用し、「International 

Association」の代わりに各クラブの所在都市名を表

示する事が推奨されました。幅と歯車の数は指定さ

れておらず、その結果、1918年までは多種多様な徽

章が使われていました。 

●標準的な徽章の誕生 

徽章の種類が増え続ける事態に対処するため、理

事会は、6本の幅と 24の輪歯の徽章の下書きを作り

ました。このデザインの輪歯と輻の数は実際に使用さ

れる歯車を模したものであり、その数はロータリーの

歴史やプログラムを反映したものではありません。

1929年の国際大会で、楔穴つき既存デザインの標

準仕様が正式に承認されました。 

 

委員会報告 

青少年奉仕委員会 吉田 実 委員長 

2月15日~20日の日韓インターアクト交流事業は、

新型コロナウイルスの拡散に伴い日本側・韓国側の

安全を考慮した結果、止む無く中止とさせて頂くとの

連絡が入りました。 

 

卓話 

 
東京恵比寿 RC 

元プルデンシャル生命保険株式会社 

執行役員 営業本部長 武田 博史 様 

武田様から「私の履歴書」というテーマで下記内容
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の卓話を頂きました。 

① 自己紹介 

プルデンシャルに 26年勤める。 

② プルデンシャルのスタート、日本の保険業界 

プルデンシャルは、正しい生命保険の追求を行う。 

③コーポレートフィロソフィー 

当時の役員が 5年かけて決める。コーポレートバリ

ュー、ビジョン、ミッション、ストラテジーを樹に例える。

会社は、このコーポレートフィロソフィーが判断の軸と

なる。 

④採用について 

人は過去を繰り返す。過去にできたことは未来にも

できる。各能力を S.T.A.Rで判断する。 

⑤「KASH」「EQ」について 

人をどう育成するか、KASHのバランスを求める。 

K: 知識は礼儀 

A: 売る人間の EQ 

S: 原理原則、セールスを「訊く」 

H: 習慣で仕事をする 

⑥企業 30年説 

品揃え、価格、規模→品質、技術、サービス、財務 

⑦ノブレスオブリージュ 

高貴な者はそれだけ大きな義務を負う。 

⑧インディアンの教え 

「土地を大切にしなさい。この大地は両親から譲り

受けた物ではない。未来の子供達から借りている物

である」 

 

ホワイトボードを使用して、ご説明頂きました。 

 

武田様、ありがとうございました。 

 

スマイル報告 

・本日は及び頂きまして、ありがとうございます。どうぞ

よろしくお願い致します。 

武田博史 様 

・武田さん、今日はよろしくお願い致します。楽しみに

していました！ 

小宮山大介 

・お客様ようこそ、本日も宜しくお願いします。 

大濱裕広 

・お客様ようこそいらっしゃいませ。武田様、卓話よろ

しくお願い致します。 

松﨑義一 関森初義 大熊正行 

会田謙二 伊藤 純 

・欠席が続いてすみませんでした。 

中澤伸浩 

・本日欠席すみません。 

須賀篤史 

・前回欠席致しました。 

小林光則 

 

出席報告 

会員数          46名 

出席免除者欠席     5名 

出席者          22名 

欠席者          24名 

出席率          53.6% 


