
第３００４回例会 
令和３年１２⽉２⽇ 
≪司会≫ ⻑⽥ きみの君 
≪合唱≫ 「君が代」「奉仕の理想」 
≪ソングリーダー≫ ⼤脇 順実君 
≪ゲスト≫ なし 
≪ビジター≫ なし 
 
≪本⽇のお祝い≫ 
・お誕⽣⽇ 
１２⽉ ３⽇ ⻑島 秀親君 
１２⽉ ５⽇ 林⽥ 尚翁君 
１２⽉ ５⽇ ⻑⽥きみの君 
・結婚記念⽇ 
１２⽉ ２⽇ 加藤 ⼒弥君 
１２⽉ ６⽇ 佐橋 徹 君 
 
≪会⻑挨拶要旨≫ 川﨑 依⼦会⻑ 
静岡市内の感染者が１１⽉２２⽇以降連続１０⽇０⼈となっ
ています。 
 そろそろ短縮例会から通常例会へ移⾏しようかと思ってい
た⽮先に、南アフリカなどで⾒つかった新型コロナウイルス
の「オミクロン型」の感染がアフリカ以外にもドイツ、イタ
リアなどの欧州諸国、カナダ、オーストラリア、⾹港でも⾒
つかり世界的に広がり始めました。 
 政府は１１⽉３０⽇から暫定１ヶ⽉間、いち早く、全世界
からの外国⼈の新規⼊国を原則禁⽌し、帰国するすべての⽇
本⼈にはワクチン接種者を含め１４⽇間の⾃宅待機を求める
ことに決めました。「先進７か国（G7）の中でも最も厳しい
⽔準の措置」になりますが、感染拡⼤を防ぐためには賢明な
処置ではないかと思います。⽇本でもナミビア帰りの３０代
の外交官と、昨⽇はペルーから成⽥に到着した２０代の男性
の感染が確認されました。全⽇空と⽇航は１⽇⽇本に到着す

るすべての国際線の新規予約を停⽌し、⽇本⼈も予約してい
なければ原則年内の帰国ができなくなってしまいました。 
 オミクロン型に関してはまだ詳しい情報はありませんが、
症状としては「極度の疲労感」があるということでこれまで
とは明らかに違っているようです。またワクチン接種をして
いてもブレイクスルー感染のリスクがあるということで⼼配
です。 
  当クラブでは今後、１２⽉２３⽇には3000回記念例会
と年末家族会、年明けの１⽉６⽇には夜間例会と楽しい⾏事
が続き、２⽉には静岡第3グループの IM （intercity 
meetingの略で、近隣のクラブが集まり、情報交換及び親睦
を⾏う会）もアソシアで開催されますので、皆さま気を抜か
ずに感染予防に注意していきましょう。 
 
≪年次総会（次年度理事決定・役員発表）≫ 
クラブ定款第8条2節並びに細則第5第1節により2021年
〜2022年度のクラブ年次総会を開催。2022年〜23年度の理
事・役員について、以下のとおり承認された。 
 
（１） ２０２２−２０２３年度 理事候補者 
⼭下勝央 川﨑依⼦ 川⼝尚宜 ⻘島隆晴 杉⼭輝光  
⼤村幸代 ⾼柳正雄 加藤⼒弥 ⻑⽥きみの ⻑島秀親  
相原雄治 中嶋達郎（敬称略） 
 
【理事】 
会⻑         ⼭下 勝央君 
直前会⻑       川崎 依⼦君 
会⻑エレクト（副会⻑) 川⼝ 尚宜君 
副会⻑        ⻘島 隆晴君 
幹事         杉⼭ 輝光君 
会計         ⼤村 幸代君 
会場監督       ⾼柳 正雄君 
奉仕プロジェクト   加藤 ⼒弥君 



会員増強       ⻑⽥きみの君 
クラブ広報      ⻑島 秀親君 
クラブ管理運営    相原 雄冶君 
ロータリー財団・⽶⼭ 中嶋達 郎君 
 
（２） ２０２２−２０２３年度 役員候補者 
⼭下勝央 川﨑依⼦ 川⼝尚宜 ⻘島隆晴 杉⼭輝光  
鍋⽥知佐⼈ ⼤村幸代 ⾼柳正雄 森下登志美 由利浩志  
（敬称略） 
 
【役員】 
会⻑         ⼭下 勝央君 
直前会⻑       川崎 依⼦君 
会⻑エレクト（副会⻑) 川⼝ 尚宜君 
副会⻑        ⻘島 隆晴君 
幹事         杉⼭ 輝光君 
副幹事        鍋⽥知左⼈君 
会計         ⼤村 幸代君 
会場監督       ⾼柳 正雄君 
副会場監督      森下登志美君 
会計監査       由利 浩志君 
 
（３） クラブ研修リーダー 川⼝ 尚宜君 
川⼝尚宣君につきましては歴代会⻑会議にて、次々期会⻑の
推薦がありましたことを申し添えいたします。 
 
≪会員卓話≫  ⽣⽥ 陽⼀君 
「あいおいニッセイ同和損保のＣＳＶ×ＤＸ取組」 

 

≪卓話サマリー≫ 
1. 新しい商品サービス戦略「CSV×DX」とは 

（１） 戦略の背景 
① 社会環境の変化 

・⼈⼝動態の変化やスマホの社会インフラ化 
等、近年様々な社会環境の変化が加速 

・社会環境の変化、技術の進化に伴い、損保 
マーケット全体にも⼤きな影響が発⽣ 

② 社会・地域課題の表⾯化 
・様々な社会・地域課題が表⾯化、地域によっ 

て直⾯する課題や顕在化スピードが異なる 
・企業・消費者の意識・価値観も変化、「社 

会・地域課題の解決」に向けた取組みが求 
められる時代へ 

③ これからの保険会社の役割 
・「事故が起きたときの補償」という保険の 
役割は不変 

・社会環境・世の中のニーズ変化にあわせて、 
保険会社に求められる安⼼のカタチも変化 

（２） 新たな商品・サービス戦略「CSV×DX」 
① 全体概要 

・世の中のニーズ・意識・価値観の変化にあわ 
せ、保険を新たな提供価値にシフト 

・コンセプトは、「お客さま・地域・社会とと 
もにリスクを削減し社会・地域課題を解決す 
る保険へ」 

② ⽬指す姿 
・お客さま・地域・社会とともに、新たな価値 

を持つ保険で社会・地域課題を解決 
・安全安⼼で快適な社会・よりよい未来を実 
現、お客さまと共にSDGsの⽬標達成に貢献 

 
2.「CSV×DX」の先駆け商品 テレマティクス⾃動⾞保険  
 テレマティクス⾃動⾞保険の事例動画を視聴 
 
 ・テレマティクス技術を活⽤した各種機能でお客さまの 
安全運転をサポート、事故頻度低減にも寄与 

 ・クルマから得られるテレマティクスデータを活⽤し、 
事故に⾄る経緯や周辺情報を瞬時にビジュアル化する 
ことで、お客さまの事故時の不安を解消 

・AIによる過失割合の総合判定サポートも導⼊し、客観 
的に判断が出来ることで、お客さまが事故の状況を説明 
する負担も減り、早期解決を⽀援 



3. まだ誰も知らない安⼼を、ともに。 
（１） 更なる「CSV×DX」の進化 
  ・「CSV×DX」を実現する商品・サービスの開発・ 

提供に向けて、異業種とのアライアンスが拡⼤ 
・多くの⾃治体や企業との連携・協業を通じ、単独 

では実現できない新たな価値提供にチャレンジ 
（２） 「CSV×DX」で当社が⽬指す新しい価値提供 
  ・事業環境の変化をビジネスチャンスと捉え、新た 

な成⻑領域の創造へチャレンジしていく 
・お客さま・地域・社会とともにリスクを削減し 
社会・地域課題を解決する保険へ 

 
≪所感≫ 
Creating Shared Value（社会との共通価値の創造）とDX
（データやデジタル技術を活⽤し価値提供を変⾰させるこ
と）を共に達成することは、われわれ企業⼈にとって重要で
あるが困難な課題。あいおいニッセイ同和損保は、全社をあ
げてこの難題にチャレンジし、AIを活⽤することによって
実現しようとしている。これまでは「事故のあと」に役に⽴
つのが保険の役割であったが、このパラダイムを変⾰し、従
来の機能に加え「事故を起こさない保険」という新たな提供
価値にシフトしている。⾞本体の機能の改善や交通安全など
のマナーからではなく、「保険」の持つ価値を変⾰すること
によって、安全安⼼で快適な社会、よりよい未来の実現を⽬
指しており、「お客さま・地域・社会とともにリスクを削減
し社会・地域課題を解決する保険へ」というコンセプトはと
ても共感できる。 
 
≪スマイル報告≫ 
林⽥ 尚翁君（結婚記念⽇の御礼） 
加藤 ⼒弥君（結婚記念⽇の御礼） 
⻑島 秀親君（結婚記念⽇・誕⽣⽇の御礼） 
⻑⽥きみの君（誕⽣⽇の御礼） 
 
⼭下 勝央君 
先ほどおこなわれました年次総会にて、次年度理事役員を 
ご承認いただき、誠にありがとうございました。 
そして、承認された理事役員の皆様、⼤役をお引き受けい 
ただき、⼼より感謝申しあげます！！  
 
≪ご案内≫ 
（１） 年末夜間例会・3000回記念例会のご案内 
・⽇時：令和３年１２⽉２３⽇（⽊）１８：００〜 

・場所：ホテルアソシア静岡 ３階「駿府Ⅰ」 
※詳細につきましては、１２⽉２⽇（⽊）に配付させてい 
ただきます。出⽋連絡・集⾦につきましては、１２⽉９⽇ 
（⽊）までに事務局までお願いいたします。  

 
（２） 夜間例会のご案内 
・⽇時：令和４年１⽉６⽇（⽊） １８：００〜 
・場所：ホテルアソシア静岡  ４Ｆ「カトレア」 
※お⼿数ですが、１２⽉１６⽇までに出⽋のご連絡を 
事務局までお願いいたします。  

 
（３） クラブ協議会のご案内 
・⽇時：令和４年１⽉１３⽇（⽊）例会終了後〜 
・場所：ホテルアソシア静岡 ２Ｆ「ばら」 
・出席義務者：川﨑依⼦・相原雄治・⼭下勝央 

⻑⽥きみの・島 武志・⼤村幸代・⾼⽥雅司・中嶋達郎 
⾼柳正雄・宮城展代・川⼝尚宜・杉⼭輝光・⻘島隆晴 
由利浩志（敬称略） 
※尚、⽋席される⽅は幹事までご連絡いただきますよう、 
お願いいたします。 

 
（４） 国際ロータリー第２６２０地区 

静岡第３グループIM開催のご案内 
・⽇時：令和４年２⽉６⽇（⽇） 
・場所：ホテルアソシア静岡３Ｆ「駿府の間」254-4141 
・プログラム： １３：００〜   受付開始  
        １３：３０〜   開会点鐘・本会議 
        １４：３０〜   基調講演 

１６：００    閉会点鐘 
※お⼿数ですが、出⽋席を１⽉６⽇までに事務局まで 
ご連絡下さい。 

 
（会報作成 落合 功男） 


