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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆さんこんにちは！早いもので 2月にはいり、私の

年度もいよいよ残り 5 カ月となりました。まだまだ、親

睦旅行、ドイツ世界大会が残っていますので、最後ま

で全力投球で行きます。のこり 5 カ月宜しくお願いし

ます。 

さて、先日の IMでは大勢のメンバーにご出席いた

だき、誠にありがとうございました。 

当日 26日は午前中、越谷市 PTA連合会創立 70

周年式典、13時から越ケ谷高校 PTA会議、14時か

ら IM、そして 17時 30分から越ケ谷高校 PTA新年

会と目が回るほどの 1 日でした。さすがに、IM の途

中で頭痛が勃発して、かなり後半は苦しい思いをしま

した。 

PTA と言えば、この季節になると、PTA 広報誌に

掲載する、「卒業生へ送る言葉」と言う原稿依頼が来

るのですが（締め切り期限は今日です）、文章作成能
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力がないので、毎年苦戦いたします。また、卒業式で

の PTA 会長祝辞も作成しなくてはいけませんので、

PTA 会長経験者ならわかると思いますが、この時期

はかなり大変な思いを致します。3 月 13 日（水）が卒

業式になりますので、この日の例会は宮﨑副会長の

出番になるかもしれませんので、その時は宜しくお願

いします。 

最後に、明後日 8 日に韓国から青少年訪日団の

学生が来日いたします。青少年奉仕委員会の江口

委員長を中心に、歓迎会、送別会などの計画をお願

いしています。越谷北ロータリークラブにお世話にな

って良かったと思っていただけるように、おもてなしを

宜しくお願いします。また、ホームステイを快く引き受

けて頂きました、橋本会員！本当にありがとうござい

ました。この事業が青少年奉仕委員会だけの事業に

ならないよう、協力できる方は、是非何かしらのご協

力を頂けますようお願い申し上げます。 

以上で本日の卓話を終了いたします。 

 

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

（クラブより） 

・先日の IM 参加に際してのメーキャップカードを例

会場受付デスクに置かせて頂きましたので、参加者

は各 1部お持ち帰り下さい。 

・財団及び米山寄付に関する寄附金控除証明書・領

収証を各自のメールボックスに入れさせて頂きました。

念のため、取り違えがないか、お名前をご確認下さ

い。 

・ショウちゃんに 2 月分米山奨学金を支給させて頂き

ます。 

・本日、例会終了後、第 8 回理事役員会を開催しま

す。 

・小林操ガバナーエレクトより、次年度 RI会長テーマ

「ロータリーは世界をつなぐ」等、国際協議会の資料

をいち早く頂戴しましたので、各会員の卓上に配布さ

せて頂きました。是非ご参照下さい。 

 

（地区より） 

・第 2回 1000日会員の集いのご案内が届いておりま

す 3/2(土)午後 6 時よりパレスホテル大宮 3 階チェリ

ールームにて開催されます。入会 3 年程度の会員を

対象とする集いとなります。参加希望の方は幹事まで

ご連絡下さい。 

・本間睦人会員、今井英治会員に財団寄付の徽章

が届いております。 

・浅野目猛会員に米山功労者の感謝状が届いており

ます。 

・小宮山大介会長エレクトに、RLI パートⅡ修了証が

届いております。 

・以下の会員に 2019-20 年度地区役員委員委嘱状

が届いております。 

2019-20年度国際ロータリー第 2770地区 

地区幹事 宮﨑敏博 会員 

地区大会委員長 稲垣勝三 会員 

地区大会実行委員長 堀野眞孝 会員 

地区副幹事・地区大会幹事 大熊正行 会員 

地区副幹事 市川洋和 会員、同 江口公晴 会員、 

同 大島直幸 会員、同 黒田幸英 会員、 

同 近藤慎悟 会員、同 須賀篤史 会員、 

同 関雄二郎 会員、同 新沼徹 会員、 

同 深野秀樹 会員、同 本間睦人 会員、 

同 松井昭夫 会員 

地区会計 鈴木英男 会員 
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ブライダル委員会委員 長谷川真也会員 

 

（第 8グループより） 

・各クラブより、2 月度のプログラム案内が届いており

ます。 

・大熊ガバナー補佐及び実行委員会より第 8 グルー

プ IM 記念ポリオ撲滅チャリティゴルフコンペのご案

内が届いております。4/1(月)紫カントリークラブすみ

れコースにて開催されます。今回は多数の方の参加

を募っているとのことですので、是非奮ってご参加下

さい。クラブにて取りまとめの上登録いたしますので、

参加希望の方は幹事までご連絡下さい。 

 

（その他） 

・川口モーニングロータリークラブ及び田村パストガ

バナーより、第 27 回アイメイト（盲導犬）寄贈チャリテ

ィゴルフ大会のご案内が届いております。4/8(月)プレ

ステージカントリークラブ東コース・西コースでの開催

とのことです。越谷北 RCより 1組～数組の参加お待

ちしていますとのことです。参加希望の方は幹事まで

ご連絡下さい。 

 

結婚・誕生日祝い 

 

結婚祝い：太田 靖彦 会員・大熊 正行 会員 

       星野 敦鋭 会員 

誕生祝い：佐藤 要 会員・関森 初義 会員 

       川島 徹 会員・星野 敦鋭 会員 

おめでとうございます！ 

 

太田 靖彦 会員 

結婚祝いありがとうございます。今日はあいにくの

雨ですが、57年前の九州での結婚式は大雪でして、

それを未だに引きずっております。おかげ様で夫婦

共々元気です。あと 3年すると 60年のダイヤモンド

婚式となりますので、それまで頑張ってロータリー活

動をしていきたいと思います。今後ともよろしくお願い

いたします。 

 

お客様挨拶 

 

米山奨学金 邵 丹陽 さん 

いつもお世話になっております。今月も奨学金を

いただきましてどうもありがとうございました。中国は昨

日から旧正月で、私の故郷では旧正月には家族揃っ

て水餃子を食べる習慣があります。今年は学校の試

験のため帰れなかったので、日本の家族のような存

在の皆様と一緒に水餃子を食べたいと思って友達 4

人で水餃子を作りました。皆様に美味しいと言ってい

ただいてホッとして嬉しいです。友達にも伝えたいと

思います。 
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3分間会員スピーチ 

 

酒井 新樹 会員 

早起きは三文の徳とは昔から言いますが、その言

葉は現代にも当てはまります。 

特に不健康な生活になりがちな現代人にとっては

朝の活動というのは非常に重要な意味を持ちます。 

まず、朝は集中力が非常に高くなっています。残

業続きの夜の仕事はどうしても一日の疲労が溜まっ

ているのでどうしても集中力も欠けていて効率もよくあ

りません。 

それであれば一晩しっかり眠って迎えた朝の方が

頭もスッキリしていますので集中力も増して効率的で

す。朝から一仕事をこなすことで、一日の予定も立て

やすくなりますし充実した一日を過ごすことができる

でしょう。 

健康面でも早起きはメリットが大きいです。早起き

をして朝日を浴びると幸せホルモンと言われる「セロト

ニン」の分泌量が増えて一日をポジティブに過ごすこ

とができます。また朝日を浴びることで体内のリズムも

調整されますので、寝付きが悪いと言う人も自然と夜

にも眠くなることができます。 

つまり、早起きをすることで自然と早寝が出来るリズ

ムが身に着くのです。慣れるまでは少し辛いかも知れ

ませんがリズムが確立される自然と出来るようになる

ので楽になるでしょう。 

健康面のメリットはまだあります。朝に時間的な余

裕が生まれることで朝食を取ることができるようになり

ます。 

一日のエネルギー源となる朝食をしっかり摂ること

でエネルギッシュに一日を過ごすことが出来ます。 

夜も早く寝ることが出来るので寝る前の過度な飲食

を抑えることになり、太る要因も減らすことになります。 

仕事のある日にいきなり始めるのは難しければ、休

日は朝から活動してみるなど少しずつ試していって

はいかがでしょうか。 

 

財団・米山表彰、RLI修了、地区役職委嘱 

 

財団寄付 本間 睦人 会員、今井 英治 会員 

 

米山功労者 浅野目 猛 会員 

 

RLIパートⅡ修了 小宮山 大介 会員 
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地区役員委員の会員へも会長より 

一人一人手渡しで委嘱状をいただきました 

 

委員会報告 

会計 黒田 幸英 会員 

10～12月の第2四半期の会計報告が 1月の理事

役員会で承認されましたので掲示します。計画通りの

収入支出です。 

 

外部卓話 

 

損保ジャパン日本興亜株式会社 

埼玉保険金サービス部 越谷保険金サービス課 

課長代理 黒田 健 様 

 

第 1部 交通事故における過失割合の考え方 

交通事故における過失割合はどちらが多く道路交

通法違反をしているかが判断基準となります。過失割

合を判断するにあたり、保険会社は当然のこと、弁護

士や裁判所も参考にしているのが「別館判例タイムズ

38民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準、

東京地裁民事交通訴訟研究会編」です。 

お客様から確認した交通事故を、判例タイムズに

掲載されている図に当てはめて、過失割合を判断し、

解決を図っています。 
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第 2部 ドライブレコーダーの必要性 

 

 

 

 

実際に、損害保険ジャパン日本興亜株式会社で

扱った交通事故のドライブレコーダーの映像を 3 事

例ご覧いただきました。自身の主張する交通事故を

立証するために、非常に有効なツールとなります。 

ご自身で購入される方法と、自動車保険の特約と

してつける方法があります。詳しくは、ご自身が加入さ

れている保険会社へお問い合わせください。 

 

 

    
・先日の IMでは皆様ご苦労様でした。本日もよろしく

お願い致します。 

吉澤 晴雄 

・黒田様、本日卓話よろしくお願いします。ショウちゃ

ん、水ぎょうざありがとう！おいしかったです。 

中澤 伸浩 

・越谷北 RCの皆様ただいま。1月 23日は健康診断

があり欠席させて頂きました。壮行会には多くの励まし

の言葉等、たくさん頂き、有り難うございました。国際
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協議会 6日間、無事研修をおさめ、グローバルな考え

を身に付けたと思っています。これから 1年半にわたり

お世話になりますので、どうぞ宜しくお願いします。 

小林 操 

・結婚祝ありがとうございます。 

太田 靖彦 大熊 正行 

・誕生日祝いありがとうございます。 

川島 徹 関森 初義 

佐藤 要 

・黒田様本日卓話宜しく御願いします。 

松井 昭夫 市川 洋和 

・1/16～1/30迄腰の手術のため入院しておりました。

久しぶりです。もうすっかり良くなりました。 

小林 光則 

・ショウちゃん水ギョウザありがとう。良い奥さんになれ

るね！！  

木村 二夫 

・邵ちゃんギョーザごちそう様でした。 

宮﨑 敏博 

・寒暖差が激しいこの頃です。体調管理に充分注意し

ましょう！ 

堀野 眞孝 

 

 

 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         12名 

出席者            39名 

欠席者             8名 

出席率            86.6% 

 

 

 

 

 

韓国訪日団受け入れ 

2019年 2月 8日（金）～2月 13日（水） 

都鎭暻（ド・ジンキョン）さん、金水瀞（キム・スジョ

ン）さんの 2名が 2月 8日に来日しました。リリア川口

での歓迎式・対面式からはじまり、お二人をお預かり

した後、ホストファミリーや青少年奉仕委員会メンバー

との交流を目的として歓迎会を行いました。 

9日には東京ディズニーランド見学、10日はインタ

ーアクト協議会に出席しました。 

11 日は獨協埼玉インターアクトの生徒達と東京散

策、12 日には獨協埼玉高校を訪問しまして、同年代

の交流が深まりました。 

12 日夜にはホストファミリーの皆様もお招きして送

別会を行い、13 日朝に集合場所であるラフレさいた

まへ送りました。 

 

 

対面式でご挨拶される中川高志ガバナー 

 

 

韓国訪日団インターアクターのスピーチ 
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委員会・ホストファミリーとの歓迎会 

都鎭暻さん（左）と金水瀞さん（右） 

 

 

ようこそ日本へ！ 

 

 

ドンキホーテで買い物 

 

 

インターアクト協議会 

獨協埼玉のインターアクターと記念撮影 

 

 

華麗なダンスが披露されました 

 

 

インターアクト協議会の交流会 

2人ともがんばっていました！ 

 

第 31回インターアクト協議会は、2月 10日（日）

に埼玉県県民活動総合センター（北足立郡伊奈町）

で行われました。 
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