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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。暑さも落ち着き秋の気配を感じさ

せるこの頃ですが、皆様はいかがお過ごしでしょう

か？私的にはここ1~2週間が退院して一番体調が悪

く、日々頭痛に悩まされる日々を送っています。先週

の火曜日に、どうしても頭痛が耐えられないので、虎

の門病院の担当医師に相談に行きまして、薬を処方

して頂いたのですが、この薬が全く効かず困り果て、

メンバーの佐藤要さんに相談したところ「ロキソニンを

飲んでみたら」と助言をいただき、早速近くのドラッグ

ストアに駆け込んだのですが、残念ながらそこのドラ

ッグストアの薬剤師から「あなたには残念ながらロキソ

ニンは販売できません」と言われてしまいました。とに

かく頭痛が治まらないのでとにかくなんでもいいやと

の思いで購入したのが「イブクイック」と言う薬で、これ

が意外と効く薬で、飲用から 1 時間後くらいに頭痛が

治まります。薬剤師が処方した薬と違って、市販で誰
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でも気軽に購入可能な薬なので、そんなに副作用や

身体には負担はないとは思うのですが、いかがなもの

なのでしょうか? 

医者の説明では、「手術の際に神経を切断してい

るので、半年たった今は神経が繋がりかけて頭痛が

起きているのではないのか?」と言う話でしたが定かで

はありません。イブクイックも一日食後 3 回の薬です

ので持続性がなく、飲用してから持って 8~10 時間く

らいです。とにかく頭痛で夜が眠れないのが一番辛

いです。また、頭痛だけではなく、口の中の感覚もお

かしく、味覚がほとんど変わってしまいました。何を食

べても美味しく感じられないのが現状です。先週金曜

日には、造影剤使用で MRI 検査をしてきました。結

果は今週の金曜日に話を聞きに行く予定です。医者

からは落ち着くまで一年以上は時間を要すると言わ

れていますし、まだ手術をして半年経過していません

ので、気長に治していくしかないのかなと、思ってい

ます。 

皆様も健康には十分気を付けて頂き、お仕事、ロ

ータリー活動に励んでいただきたいと思います。また、

小林ガバナー年度の第一回地区スタッフ会議も開催

されたみたいです。出向の皆様はこれから忙しくなる

と思いますが、宜しくお願い致します。それでは、本

日も宜しくお願い致します。 

                                                                                       

幹事報告 

 
中澤 伸浩 幹事 

お客様、ようこそお越し頂きました。 

（クラブより） 

・例会場にロールカーテンを設置しました。購入にご

協力頂いた宮﨑会員、設置に尽力頂いた長谷川会

員、高橋忠克会員、ありがとうございます。 

（第 8Gより） 

・越谷東 RCより 9月、10月のプログラム案内が届い

ております。 

（地区より） 

・地区大会のご案内が届いております。11/10(土)～

11（日）の二日間、大宮ソニックシティで開催されます。

大会一日目の第 1 本会議は、会長・幹事、会長エレ

クト・次年度幹事、5 大奉仕各委員長、地区役員が義

務出席で、12：30 登録開始、13：00 点鐘です。大会

二日目の第 2 本会議は全会員出席で、11：30 登録

開始、12：10点鐘です。 

・西日本豪雨災害義援金の御礼とご報告が届いてお

ります。 

・9/22 開催の 1000 日会員の集いについて、参加者

は当日例会時に使用しているネームプレートをご持

参下さいとのことですので、橋本会員、近藤会員、新

沼会員、吉田会員は、次週 9/19例会後、ネームプレ

ートを携行してお帰り下さい（その後、例会場にお戻

しになるのをお忘れなく）。 

 

お客様挨拶 

 

一般社団法人越谷青年会議所 

理事長 安濃 和也 様 

 皆様こんにちは。まずは吉澤会長を始めとします越
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谷北ロータリークラブの皆様にこのような例会の貴重

な時間をお借りさせて頂きました事を感謝いたします。

私は本年度越谷青年会議所で第 45 代の理事長を

仰せつかっております安濃和也と申します。また第

44 回越谷市民祭りの実行委員長も同時に仰せつか

っておりまして、本日はその市民祭りの協賛金で毎年

越谷北クラブ様、各会員の皆様には多大なる協賛を

頂いている事に感謝を申し上げさせて頂きます。皆

様も少し聞いているかもしれませんが、今年越谷庁舎

の改修工事が一部で開始されています。来年になる

と南側駐車場の方が使用不可になるぐらい工事が広

がります。3，4 年の計画でありますが、完成しますと

北側駐車場は立体駐車場になってしまうので、越谷

市民祭りが例年の規模でできるのは今年が最後にな

る可能性があります。私たち実行委員会の方で来年

どうするかという話をさせて頂いている中で、場所を

移動するか、規模を縮小して行うかのお話はさせて

頂いていますが、結論はまだ出ていません。第 45 回

越谷市民祭りは今年中にどのように運営するかは決

めさせて頂きたいと思います。確定ではありませんが、

越谷レイクタウンの方に移動するという話も一部あが

っています。皆様にはご理解頂きたく思いまして、ご

報告とさせて頂きます。 

 

3分間ロータリー情報 

 

ロータリー情報委員会 

小宮山 大介 委員 

各地で難民支援に当たるロータリアンについてお

話しさせて頂きます。戦争、抑圧、貧困によって家を

追われる人は毎日 2万 8,000人以上。これは 1分に

約 20人が難民になっているということです。2018年

7月 3日現在、難民の数は 6,850万人。世界は歴史

上最悪の難民危機に直面しています。 

 カナダ・ノバスコシア州のアマースト・ロータリークラ

ブ(RC)は、シリアから 2家族を呼び寄せ、新しい生活

を立て直す支援。クラブは、他の地域団体に迅速に

働き掛け、家族が町やその文化になじめるようにして

支援しています。同じくカナダ・ブリティッシュコロンビ

ア州のメリットRCもシリアの家族をカナダへ呼び寄せ

るために、資金を集めました。ウガンダ・ナキバレ RC

は、ウガンダ最大級の難民施設「ナキバレ難民居住

地」の住民がビジネスを立ち上げ自立するための資

金集めをしています。このクラブは、難民施設内に設

立されており、難民に砂糖、石鹸や衣服などを提供し

ています。ドイツのロータリアン、ピア・スカラピス・クエ

ルフェルド医師は、ボランティアドクターのネットワーク

を構築し、ベルリンに移動した数千人の難民を支援し

ています。ベルリンテイアガーテン RCは、2018年 3

月までにグローバル補助金 16万ドルを使ってこのプ

ロジェクトを支え、レムゴスターンブルク RCは、約

600人の難民を対象にドイツ語を教えるボランティア

60人の研修資金を援助しました。 

 

3分間会員スピーチ 

 

吉田 実 会員 

本日は私の会社についてお話したいと思います｡ 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2018-2019国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “インスピレーションになろう” 

            ＲＩ会長 バリー・ラシン 

 

越谷北ロータリークラブ    

「ロータリー活動に全力投球」   2018-2019 吉澤晴雄会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

4 

 

私の会社では趣味の車のパーツを販売しており､主

に 4つの自社ブランド部門の他､ネット通販部門を展

開しています｡ 

ブランドとしては､軽自動車向けパーツブランドとし

て､スポーティーなパーツブランドを 1種､ちょっとヤン

チャな方向けパーツブランドを 1種､他にトラック向け

と輸入車向けのシートカバーブランドをそれぞれ 1種

展開しています｡またネット通販では Yahoo､Amazon､

楽天での販売をメインとしています｡楽天は運営が巧

妙といいますか､例えば、お客様が支払い方法で銀

行振込を選んだ場合､以前は各会社の銀行口座へ

振り込まれていたのですが､現在は有無を言わさず、

楽天銀行で勝手に作られたその会社の口座への振り

込みに変えられてしまい、100%楽天銀行を経由させ

るようになっています。それは一例として、どんどん楽

天に利益が動いていくような施策を次々仕向けてきま

す｡店舗側としては困ることも多いのですが､楽天が一

流サッカー選手のイニエスタを雇い､うちの収益から

年俸にも流れていくのかと思うと､なんとなく共同馬主

のような不思議な喜びもないこともないかな・・・などと

思ってしまい､ますます三木谷さんの思う壺なのかもし

れません。 

現在は､3年程前に立ち上げたトラック用シートカ

バーのブランドがどんどん伸びており､いすゞなどのト

ラックメーカー各社が参加するようなイベントにも出展

しているのですが､いろんな方々とお話してみると､ネ

ット通販の進歩､インフラ整備などで､トラック業界はか

なりの好景気となっているようです｡ 

元々車好きが高じて・・・というわけではなかったた

め､ほとんど拘りもなく､試行錯誤しながらビジネスチャ

ンスを狙って会社を運営している状況ではございま

すが､ひとくちに車業界と言っても多岐にわたってお

り､創業から25年を経てもまだ知らないことだらけでご

ざいます｡人との交流から情報や刺激を受け､今でも

なんとか業界で生かしていただけているな・・・と日頃

思っています｡ 

これからも分野に拘らず､ロータリーの皆様をはじ

め､取引先や従業員､その他出会う様々な方々の声

に耳を傾け､自分の糧としていけるようにますます精

進していきたいと思っています｡ありがとうございまし

た。 

 

委員会報告 

会員増強維持委員会 

深野 秀樹 委員長 

皆様こんにちは。先日大熊会員、関会員からご紹

介頂いた中島さんとお会いしてきました。近いうちに

オブザーバーとして参加します。貸倉庫業を営んで

いて、前向きに話を進めています。例会に来た時に

は温かいおもてなしをお願いします。 

引き続き、紹介者カードへの記入のご協力をよろし

くお願いします。 

 

親睦活動委員会 

親睦ゴルフ担当 大熊 正行 委員 

来る 11月 15日（木）今年度の親睦ゴルフコンペを

『千葉カントリークラブ川間コース』にて開催致します。

皆様万障お繰り合わせの上奮って多数のご参加をお

待ちしておりますので何卒よろしくお願い申し上げま

す。本日案内を FAX送信させて頂きますので、お早

い返信を何卒よろしくお願い申し上げます。 

 

■ 千葉カントリークラブ 川間コース 

東・南・西コースの 27ホールからなり、各コース共

雄大で変化に富んだ味わい深いコースです。 
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外部卓話 

 

公益社団法人日本将棋連盟 

棋士（四段） 井出 隼平 様 

【将棋のプロとアマの違い】 

プロは頭の中に将棋盤があり、目隠し将棋など盤駒

を使わなくても将棋が指せる。藤井 7 段や羽生竜王

などは長手数の詰め将棋も読みきって解くことができ

る。 

【奨励会三段と四段の差】 

 三段リーグは実力的には十分通用するもの同士で

争っている。年齢制限があり、親しいもの同士で人生

を賭けたいちばんを戦うこともあることが精神的負荷と

なる。 

 金銭的には三段の間は一人暮らしでやりくりするこ

とはやや厳しい。四段になるとプロ入りということで準

備やっていける。 

【四段になってからについて】 

 四段になればプロということでしばらくは安定してい

るが、順位戦で降級点を 3回とるとフリークラスに落ち、

そこで規定の年月に達するとトーナメントプロとして引

退を迎える。 

 30、40代で引退を迎える例もある。逆にフリークラス

脱出を賭けた一番も鬼丈夫となる。  

【幼少期からの付き合い】 

 プロ棋士の多くは小中学生で奨励会に入会し、修

行を積むことになる。そこから棋士になるので、40 代

の棋士だと 30 年来のライバルというケースも多くある。

幼少期の森内九段が羽生竜王と指した感想で、全国

にはこんな強い人がいるのだと思いきや一番強い相

手と指していたエピソードなどがある。 

 

 

 

    
・第 44回越谷市民祭り、よろしくお願いします。本日

はありがとうございます。 

安濃 和也 田崎 尚樹 

・公益社団法人日本将棋連盟井出様、本日は卓話よ

ろしくお願いします。一般社団法人越谷青年会議所

理事長安濃様、副理事長田崎様ようこそ。 

吉澤 晴雄 

・お客様うこそ。井出様、本日卓話よろしくお願いしま

す。 

中澤 伸浩 

・越谷 JCの皆様、ご苦労様です。 

小林 操 

・越谷北 RC の地区大会関係者、地区副幹事の皆様、

先日は大変お疲れ様でした。宜しくお願い致します。 

宮崎 敏博 

・井出様、本日の卓話楽しみです。 

木村 二夫 松崎 義一 

・越谷青年会議所、安濃理事長、田崎副理事長ようこ

そ。市民祭りの成功をご祈念致します。 

大熊 正行 深野 秀樹 

・お客様いらっしゃいませ。本日もよろしくお願いしま

す。 

松井 昭夫 市川 洋和 

・本日早退させて頂きます。来週イタリア出張で休ませ

て頂きます。 

浅野目 猛 

・世界平和のために! 

 堀野 眞孝 大濱 裕広 
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出席報告 

 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            33名 

欠席者            16名 

出席率            78.5% 

 

例会場の様子 

 

例会場入口 

笑顔で頑張る深野会員と米山奨学生のショウちゃん 

出席・会場運営委員会は出席の確認をしています。 

社会奉仕委員会はスマイルの管理を行っています。 

 

 

例会場入口 

素敵な笑顔の大濱会員 

こちらでは 2019年ドイツ世界大会に向けた 

積立金を管理しています。 

 

 

 

例会中の様子 

皆様真剣に卓話を聞いています。 

 

 

例会場の様子 

司会席では PCを操作して、モニターも管理します。 

 

【親睦ゴルフ】 

■千葉カントリークラブ 川間コース 

川間コースの詳細をご確認されたい方は、 

下記 QR コードまたはURLからHPへ 

 

(URL)http://www.chibacc.co.jp/course/course_k

awama_profile.html 

http://koshigayakitarc.dyndns.org/

