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出席の状況
会員数　56名（内出席免除　４名）　出席者数　41名　　欠席者数　15名
出席率　75.93％　　前々回訂正　94.44％　　　　
欠席者　岩本，加戸，金子，川本，菊井，木本，家守，小橋，小菅，西岡，大賀，岡村，槌田，
　　　（平野），（渡辺）

ビ ジ タ ー　　〈岡山RC〉貝畑　雅二　様
S . A . A . 　 　　

先週、中小企業60周年記念の祝典で
岡山水産業理事として、岡山県知事賞
をいただきました。８日の歴史フォーラム
ではお世話になりました。

・結婚記念日に美しいお花を有難うござ
いました。
・先週はスペイン国立バレエ団の踊りを堪
能し、翌日はチェコ国立ブルノーフィル
ハーモニー管弦楽団による「モルダウ」
や「新世界」などの演奏を楽しみました。
11月14日㈯、市民会館で年１回の歌舞
伎に感動いたしました。尾上菊之助、松
也さん、若手のはつらつとした演技は最
高でした。岡本浩三さん、いつもいい席
を確保して下さりありがとうございます。
36回目となる結婚記念日に、お花のプレ
ゼントをいただき、ありがとうございました。
これからはお互いの趣味を活かした人
生を歩んでいこうと思います。

会 長 報 告  会　長　堀　川　辰　也
　先週の「高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」も無事終わり、とりあえず大きな行事がひと段
落ついたため、気が抜けたのか風邪をひいてしまいましたが、昨日のゴルフ同好会コンペには何とか風邪
を治して参加したところ、なんと優勝いたしました。山田会員・大賀会員・松村会員の３名のパートナーと
ハンディキャップ２７にめぐまれたお蔭でした。
　年度当初に同好会参加率の目標を９０％と言っていましたが、会員の皆様には、是非同好会活動に参加をお願いします。
特に12月には歴史同好会やゴルフ同好会の忘年会がありますので、ご都合が合えば参加をお願いします。

幹 事 報 告 幹　事　入　江　直　人
①  ハイライトよねやま188号、バギオだより11月号、他クラブ週報を回覧致します。
② 年次総会のご案内、クリスマス家族例会のご案内を配付しておりますのでよろしくお願い致します。
③ 国際大会への参加について、後日再度案内をさせて頂きます。参加を希望される方はご連絡ください。
④ 本日例会終了後、第2回指名委員会を3Ｆ「エメラルドの間」において開催致しますので、指名委員会メ
ンバーの皆様はご出席ください。

内 部 卓 話 
「保険業界について」　　山本  真嗣  会員
　本日は話を２つに分けて、進めさせて頂こうと思っております。
先ずは私が知っている範囲での保険業界や保険代理店について、次に保険商品やそれにまつわる事故等、と
申しますか気に留めておいて頂ければ、少しはお役に立つのでは、というような簡単な話をさせて頂ければと考
えております。

まったとされる。それが大阪・西宮などを経由して淡路の人形操り集団「人形座」に伝わり、のちに阿波にも広まったという。藍や塩、
材木など特産物を生産販売し富裕であった商人や農家は、徳島藩主蜂須賀家の保護奨励もあって、諸芸に通じる人が多く、淡路
阿波は芸どころとしても発展した。阿波十郎兵衛屋敷で上演された「傾城阿波の鳴門－順礼歌の段」を３０分間鑑賞した。義太夫
節の浄瑠璃と太棹の三味線、黒衣姿の３人遣い（頭と右手を遣う主遣い、左手を遣う左遣い、脚を遣う足遣い）の人形の三者に
よって巧みに演じられた外題のストーリーにも魅せられ、思わずホロリとしてしまった。徳島市国府町（名東郡和田村）は阿波人形師
の里として知られ、伊予街道沿いに「人形忠」「人形富」「天狗久」「大江順右衛門」の工房が並んでいたという。淡路阿波の木偶
は大阪（文楽座）のものより頭（首）が大きいが、これは興業形態が野芝居（小屋掛けや農村舞台）であったため、後方からも見えや
すいように工夫されたといわれている。
　さて、徳島といえば「阿波おどり」である。８月１２日から４日間、演舞場を次 と々練り踊っていく踊り連を見ようと全国から人々が押し
寄せる。西日本で参加型の踊りの筆頭は「土佐よさこい鳴子おどり」、見物型の筆頭は「阿波おどり」であろう。

阿波の殿さま蜂須賀公が、今に残せし阿波おどり
近世の阿波では、旧暦の７月１４日を中心とする盂蘭盆に死者の霊を慰める死者供養として盆踊りが催された。娯楽の少なかった
時代に盆踊りは最大の娯楽の一つであった。「村踊り」として、寺社の境内などに踊り場（音頭場）をつくって、その廻りを踊り子が輪
をつくって踊る「廻り踊り」の情景には親しんでいるが、徳島城下では、大勢の見物人を前にして市中を流して踊る行進型の盆踊り
であった。「組踊り」と称して、城下の各町（町組）からそれぞれ趣向を凝らした踊りと出し物、きらびやかな仮装が評判所（演舞場）
を練り踊っていった。見せる踊り、見る踊りに変化していったのである。やがて１８世紀後半以降、藩の奢侈禁令により、「組踊り」から
「ぞめき」に変わっていった。

踊る阿呆に見る阿呆　同じ阿呆なら踊らにゃ損そん
「ぞめき」よろしく、短時間であったが踊り連の指導のもと、我 も々俄踊りに参加し、ぞめいた。　
　最終回は、「ドイツ兵俘虜とのふれあいとお接待のこころ」について案内いたします。 岡本和夫
「高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」山陽女子中学校・高等学校 地歴部顧問 井上教諭よりお礼状
　いつもお世話になっております。本日は高校生の歴史・文化フォーラムで大変お世話になりました。また、素晴らしいフォーラムへお
声掛けいただきまして、ありがとうございました。
　私どもは瀬戸内海で深刻な環境問題になっています海底ごみ問題の解決に向けて、回収活動と啓発活動に取り組んでおりま
す。身近な問題ですが、その責任の所在がない問題であり、生徒たちはごみを減らせるように地道に活動をしております。
　本日は多くの皆様に活動の内容を聞いていただき、この問題を知っていただき、感謝申し上げます。まず、知っていただくことが、
解決への第一歩です。しかしながら、瀬戸内海は閉鎖性海域であり、沿岸域の影響が色濃く表れます。また、国際会議へ参加して
みて、世界でも同じような問題が発生し、解決に苦慮し
ている現状があります。しかし、少しずつではありますが、
解決へ向けて前進するべく、生徒たちが努力している
ことへスポットを当てて下さるフォーラムが生徒たちには
大変励みになると思います。
　また、素晴らしい賞をいただき、この賞に恥じないよう
に今後の活動もより発展させていきたいと思います。
　多くの皆様に支えていただき、ありがとうございました。
会員の皆様にも宜しくお伝え下さい。
　　　　　　　山陽女子中学校・高等学校
　　　　　　　地歴部顧問　教諭　井上　貴司

　これからお話しします内容は、損害保険業界についての損保協会資料に基づいたお話となっております。
平成26年度は、2月の雪害による保険金支払いだけで2,313億円もの支払いとなりました。ですが、新聞報道にもありました通り、各
社保険料値上げ等の要因も寄与しておりまして、この平成２６年度は業界としては増益でしたし、利益が出ている状態になっており
ました。
　しかし、昨今の今までにはなかったような竜巻や集中豪雨被害といった自然災害の多発や人口減少による消費の減少、若い人
の車離れ等が言われて久しく、損保業界も海外の損害保険会社のM＆Aや海外への進出等を強力に推し進めております。
　自然災害でいいますと4年前、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では77万件にも及ぶ支払件数と1兆2,654億（2012年4
月までの数値）もの支払がございました。
　ちなみに地震保険は制度としてはまだ歴史的には日が浅く、1964年の新潟地震の後、当時の大蔵大臣であった田中角栄氏が
保険審議会にて、地震災害に際して国民の生活安定に資するための保険制度として創設されたものです。現在では地震保険と
の名前のため、損害を受けた建物などを復元するための「物保険」とのイメージが強いですが、法律上（地震保険法）では被災後
の当面の生活資金の提供を目的とする「費用保険」の側面をもつ規定となっております。このような経緯から、皆さまの自宅の火災
保険も契約する際には、地震保険は原則自動付帯ですので、地震保険を付帯しない場合は必ず地震保険が必要ないという署名
をすることになっているのです。　
　それでは、次に災害の被害に遭われた際にはどんな対応をすべきか？知っておくと、後々役立つ5つほどポイントをご紹介します。
【1. 現場写真を残す】
　片付けを始める前に、被害状況が分かる写真を取ることで、損害を受けた証明を残すことが出来ます。火災保険や住宅総合保
険では、水害も対象になる場合があります。損害保険はどれくらい被害を受けたのかを明確にする必要があります。
【2. 後片付けに使った費用の領収書を残す】
　後片付けにかかった費用についても領収書などを控えておくと、火災保険でスムーズに補償を受ける事ができます。
【3. 罹災証明書（りさいしょうめいしょ）を貰う】
　被災した事を公的に証明してくれる書類で、市区町村の役所でもらう事ができます。これは保険金の請求や公的支援を受ける
際に必要になります。
【4. 公的支援の有無を確認する】
　各自治体には、実際に現金を受け取る「給付」や、無利子や低金利でお金を借りる事が出来る「融資」制度、税金や授業料の
「軽減や免除」といった様 な々支援があります。自治体の広報等で確認する事ができます。
【5. 一般企業からの支援の有無を確認する】
　ある携帯会社では、地域や状況によってご利用料金支払い期限の延長やサービス利用料金の一部減免があります。
また、カメラ等の電子機器メーカーでは、修理費を特別割引で賄えるケースもあるそうなので、各商品のホームページをチェックする
ことをお勧めします。
　万が一、被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、参考までにご活用いただければ幸いです。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会幹事　花　房　　茂
◎第261回　成績表他
場所  岡山金陵カントリークラブ　　日時  平成27年11月15日㈰　４組  16 人参加
順位

　岡山金陵カントリークラブにて第２６１回ゴルフ
コンペが開催されました。前日の雨の影響でコン
デションが心配されましたが、会員の日頃の行い
の良さが反映されたのか当日は好天に恵まれ気
持ち良くプレイする事が出来ました。優勝は堀川
会長、準優勝は横山会員で実力者同士のワンツーフィニッシュでした。
　尚、１２月２日㈬原田会員のお店「はまゆう」にて忘年会を開催しますので多くの方の御参加をお待ちしています。

淡路阿波の歴史文化にふれる旅（其の四） 10月11日～12日
阿波人形浄瑠璃と阿波おどり
　現代の日本人にはテレビやクリスマスなど一年を通して
多種多様な楽しみがあるが、集団で楽しむことが少なく
なった。昔の農村では、盆と正月、お祭りの日が休業、休息
の日であった。旅の二日目、村や城下の楽しみであった阿
波人形浄瑠璃と阿波おどりの公演を観る機会を得た。
　人形浄瑠璃芝居は、１６世紀末の慶長年間に京で始
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昨日のゴルフコンペ、第２位でした。気分
も良かったので賞金をスマイルします。

本日は内部卓話をさせて頂きます。宜し
くお願い致します。

昨日のゴルフ同好会コンペで優勝する
ことができましたのでスマイルします。お
世話頂いた幹事並びにパートナーの皆
様、ありがとうございました。

昨日、結婚記念日の素敵な花束が届き
ました。有難うございました。昨日は、夫
婦２人で、41回目の記念日を祝いました。
あと何回祝うことが出来るかなと思いま
す。
以上，８件　30,000円（累計　394,000円）
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をつくって踊る「廻り踊り」の情景には親しんでいるが、徳島城下では、大勢の見物人を前にして市中を流して踊る行進型の盆踊り
であった。「組踊り」と称して、城下の各町（町組）からそれぞれ趣向を凝らした踊りと出し物、きらびやかな仮装が評判所（演舞場）
を練り踊っていった。見せる踊り、見る踊りに変化していったのである。やがて１８世紀後半以降、藩の奢侈禁令により、「組踊り」から
「ぞめき」に変わっていった。

踊る阿呆に見る阿呆　同じ阿呆なら踊らにゃ損そん
「ぞめき」よろしく、短時間であったが踊り連の指導のもと、我 も々俄踊りに参加し、ぞめいた。　
　最終回は、「ドイツ兵俘虜とのふれあいとお接待のこころ」について案内いたします。 岡本和夫
「高校生による岡山の歴史・文化研究フォーラム」山陽女子中学校・高等学校 地歴部顧問 井上教諭よりお礼状
　いつもお世話になっております。本日は高校生の歴史・文化フォーラムで大変お世話になりました。また、素晴らしいフォーラムへお
声掛けいただきまして、ありがとうございました。
　私どもは瀬戸内海で深刻な環境問題になっています海底ごみ問題の解決に向けて、回収活動と啓発活動に取り組んでおりま
す。身近な問題ですが、その責任の所在がない問題であり、生徒たちはごみを減らせるように地道に活動をしております。
　本日は多くの皆様に活動の内容を聞いていただき、この問題を知っていただき、感謝申し上げます。まず、知っていただくことが、
解決への第一歩です。しかしながら、瀬戸内海は閉鎖性海域であり、沿岸域の影響が色濃く表れます。また、国際会議へ参加して
みて、世界でも同じような問題が発生し、解決に苦慮し
ている現状があります。しかし、少しずつではありますが、
解決へ向けて前進するべく、生徒たちが努力している
ことへスポットを当てて下さるフォーラムが生徒たちには
大変励みになると思います。
　また、素晴らしい賞をいただき、この賞に恥じないよう
に今後の活動もより発展させていきたいと思います。
　多くの皆様に支えていただき、ありがとうございました。
会員の皆様にも宜しくお伝え下さい。
　　　　　　　山陽女子中学校・高等学校
　　　　　　　地歴部顧問　教諭　井上　貴司

　これからお話しします内容は、損害保険業界についての損保協会資料に基づいたお話となっております。
平成26年度は、2月の雪害による保険金支払いだけで2,313億円もの支払いとなりました。ですが、新聞報道にもありました通り、各
社保険料値上げ等の要因も寄与しておりまして、この平成２６年度は業界としては増益でしたし、利益が出ている状態になっており
ました。
　しかし、昨今の今までにはなかったような竜巻や集中豪雨被害といった自然災害の多発や人口減少による消費の減少、若い人
の車離れ等が言われて久しく、損保業界も海外の損害保険会社のM＆Aや海外への進出等を強力に推し進めております。
　自然災害でいいますと4年前、2011年3月11日の東北地方太平洋沖地震では77万件にも及ぶ支払件数と1兆2,654億（2012年4
月までの数値）もの支払がございました。
　ちなみに地震保険は制度としてはまだ歴史的には日が浅く、1964年の新潟地震の後、当時の大蔵大臣であった田中角栄氏が
保険審議会にて、地震災害に際して国民の生活安定に資するための保険制度として創設されたものです。現在では地震保険と
の名前のため、損害を受けた建物などを復元するための「物保険」とのイメージが強いですが、法律上（地震保険法）では被災後
の当面の生活資金の提供を目的とする「費用保険」の側面をもつ規定となっております。このような経緯から、皆さまの自宅の火災
保険も契約する際には、地震保険は原則自動付帯ですので、地震保険を付帯しない場合は必ず地震保険が必要ないという署名
をすることになっているのです。　
　それでは、次に災害の被害に遭われた際にはどんな対応をすべきか？知っておくと、後々役立つ5つほどポイントをご紹介します。
【1. 現場写真を残す】
　片付けを始める前に、被害状況が分かる写真を取ることで、損害を受けた証明を残すことが出来ます。火災保険や住宅総合保
険では、水害も対象になる場合があります。損害保険はどれくらい被害を受けたのかを明確にする必要があります。
【2. 後片付けに使った費用の領収書を残す】
　後片付けにかかった費用についても領収書などを控えておくと、火災保険でスムーズに補償を受ける事ができます。
【3. 罹災証明書（りさいしょうめいしょ）を貰う】
　被災した事を公的に証明してくれる書類で、市区町村の役所でもらう事ができます。これは保険金の請求や公的支援を受ける
際に必要になります。
【4. 公的支援の有無を確認する】
　各自治体には、実際に現金を受け取る「給付」や、無利子や低金利でお金を借りる事が出来る「融資」制度、税金や授業料の
「軽減や免除」といった様 な々支援があります。自治体の広報等で確認する事ができます。
【5. 一般企業からの支援の有無を確認する】
　ある携帯会社では、地域や状況によってご利用料金支払い期限の延長やサービス利用料金の一部減免があります。
また、カメラ等の電子機器メーカーでは、修理費を特別割引で賄えるケースもあるそうなので、各商品のホームページをチェックする
ことをお勧めします。
　万が一、被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、参考までにご活用いただければ幸いです。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会幹事　花　房　　茂
◎第261回　成績表他
場所  岡山金陵カントリークラブ　　日時  平成27年11月15日㈰　４組  16 人参加
順位
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　万が一、被害に遭われた方がいらっしゃいましたら、参考までにご活用いただければ幸いです。

ゴルフ同好会報告 ゴルフ同好会幹事　花　房　　茂
◎第261回　成績表他
場所  岡山金陵カントリークラブ　　日時  平成27年11月15日㈰　４組  16 人参加
順位

　岡山金陵カントリークラブにて第２６１回ゴルフ
コンペが開催されました。前日の雨の影響でコン
デションが心配されましたが、会員の日頃の行い
の良さが反映されたのか当日は好天に恵まれ気
持ち良くプレイする事が出来ました。優勝は堀川
会長、準優勝は横山会員で実力者同士のワンツーフィニッシュでした。
　尚、１２月２日㈬原田会員のお店「はまゆう」にて忘年会を開催しますので多くの方の御参加をお待ちしています。

淡路阿波の歴史文化にふれる旅（其の四） 10月11日～12日
阿波人形浄瑠璃と阿波おどり
　現代の日本人にはテレビやクリスマスなど一年を通して
多種多様な楽しみがあるが、集団で楽しむことが少なく
なった。昔の農村では、盆と正月、お祭りの日が休業、休息
の日であった。旅の二日目、村や城下の楽しみであった阿
波人形浄瑠璃と阿波おどりの公演を観る機会を得た。
　人形浄瑠璃芝居は、１６世紀末の慶長年間に京で始

－３－

本日のメニュー（11月30日）
焼物八寸　蟹入り出し巻玉子　鰆西京漬　合鴨ロース煮　穴子八幡巻　千枚蕪又は菊大根　甘味
造　　り　二種盛り　妻一式（県産昔醤油）
焚合　小蕪蟹身餡掛け　姫青梗菜　紅葉麩　絞り生姜　　　　小鉢　粒貝胡麻わさび和え　菊花
御飯　白御飯（岡山県産こしひかり）　　　赤出汁　三種　　　　香物　三種

次回のメニュー（12月７日）
丼　炙りサーモンといくら丼（錦糸玉子　大葉　山葵　檸檬　舎利（煎り胡麻））
別盛り（針海苔　県産昔醤油）　　　　　小皿　じゃこ天炙り　生姜醤油
小鉢　蒸し鶏、くらげ中華風　胡瓜　　　温物　茶碗蒸し　銀餡掛け　絞り生姜　　　赤出汁　三種

　　会報部会／児島正典・日笠伸之・橘高正剛・山本真嗣

例会情報例会情報例会情報例会情報
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