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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは！日に日に暖かさが増してきまし

て、いよいよ桜の開花宣言がいつなのか？という季節

になってきました。先週は娘の通う高校の卒業式とい

う事で、例会をお休みさせていただきました。越ケ谷

高校の卒業生 366名の前で祝辞を述べさせていた

だきましたが、今年の卒業生は、2000年生まれの「ミ

レニアムベイビー」または、2001年生まれの「新世紀

ベイビー」として、記念すべき年に生まれた子どもた

ちです。その子供たちが、平成最後の卒業生であり、

また、新元号に変わる新たな時代で活躍をできる大

人になってほしいとの願いを込めて、お話をさせてい

ただきました。今二十歳の長男が小学校に入学した

年に始めた PTA 活動も娘の卒業で終わりになります。

会長 9年間、副会長 2年間と合計 11年間の PTA

活動でしたが、5月 25日の PTA総会でやっと肩の

荷が下ります。残念なことに娘は卒業式当日、インフ

ルエンザにかかってしまい、卒業式を欠席となり、後
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日、校長室にて特別に卒業式を行うという事です。 

さて、早いもので、昨年の 3月 20日に虎の門病院に

入院してから、今日で 1年になります。昨年の今日は

雨が降っていまして、傘を差しながら、大きな荷物を

持って病院に行ったことを思い出します。手術は 22

日だったのですが、前日の 21日は春分の日で病院

も休みという事で、20日入院して手術前の検査など

を行いました。手術前の説明では簡単な手術と言う

話でしたので、安易に手術に踏み切ったわけですが、

一年たった今でもこんなに辛いとは思ってもいません

でした。最近ネットで同じ手術をした人の書き込みな

どを見るのですが、5年経っても頭痛が治まらず、苦

しんでいる人もいるみたいです。もし、手術前にもっと

いろんな情報を得ていたら、そんなに慌てて手術をし

なかったかもしれないと、今思えばそんな気もします。 

昔のリゲインのコマーシャルで 24時間戦えますか？

というのがありましたが、私は 24時間頭痛と戦ってい

る状態です。残り約 3ヶ月となりましたが、皆様にご協

力を頂き、時には宮﨑副会長にセットアッパーをお願

いすることもありますが、最後まで全力投球で行きま

すので、宜しくお願いします。以上を持ちまして、本

日の会長卓をといたします。 

幹事報告 

 
中澤 伸浩 幹事 

・越谷南 RC より、5/25ベルヴィギャザホールにて開

催される創立 45周年記念式典のご案内が届いてお

ります。追ってクラブより会員の皆様へご案内差し上

げます。多数のご参加をお願い致します。第 8グル

ープより、4/1に開催される IMゴルフの組み合わせ

表及び開催要領が届きましたので、参加者に配布さ

せて頂きます。本日お越し頂いた越谷市柔道連盟若

杉様より、お土産のお菓子を頂戴しました。誠にあり

がとうございます。 

お客様挨拶 

 
越谷市柔道連盟 若杉 泰輔 様 

はじめまして、本日は、お招きいただきありがとうご

ざいます。越谷北ロータリークラブ様とは私どもが3年

前に開催させて頂きました越谷市の発信の柔道大会

第 1回から大変なるご支援を頂戴しまして誠に有難う

ございます。この場を借りまして厚く御礼申し上げま

す。今年も第 3回としまして 4月に開催させて頂きま

す。私どももロータリークラブ様と同じ気持ちで社会貢

献して参りたいと思います。今後とも宜しくお願い申し

上げます。 

 

オブザーバー 

有限会社 智巧社 代表取締役 櫻井 保彦 様 

皆様、初めまして智巧社の櫻井と申します。初めま

してという方は、ほとんどいらっしゃらなくて皆様ほと

んど知ってらっしゃる方ばかりなのですが、先程、吉

澤会長から入会申込書を見せられたのですが、一応

今日はオブザーバーとしてどんなものか見させて頂き、
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ぜひ前向きに入会の方も考えて行きたいと思います

ので今後とも宜しくお願い致します。 

雑誌記事紹介 

 
今井 英治 会員 

「イラッときたら 6秒待つ アンガーマネジメント」 

アンガーマネジメントは 1970年代アメリカで始まった

心理トレーニングです。怒らない自分を目指すのではな

く、怒る必要のあることには上手に怒り、怒る必要のない

ことには怒らないことを目指します。怒りは第二次感情。

人の怒りは海面上に見える氷山の一角に例えられ、そ

の下には不安、苦しみ、悲しみといった第一感情があり

ます。この海面下の氷山は見えている部分の約 7倍とも

言われ、蓄積された第一次感情が最終的に怒りとなって

現れるのです。怒りにくい自分を作るためには、今自分

の第一次感情はどうなっているか、どれくらいの氷山な

のかを、自分自身で知ることが大切です。それでも怒る

気持ちが湧き上がってきたらどうしたらいいか。怒りのピ

ークは 6秒と言われています。イラッ!ときた時、6秒待て

ば冷静に判断できます。手のひらに名前を書いて 6秒

待つ、怒りを点数で考える、安心する言葉を自分で唱え

る。私たちを怒らせるものは何か考えることも手法の一つ

です。実はその正体、私たち自身が心の中に持つ「～

べき」という考え方。「べき」は裏切られた時に怒りになり

ます。「べき」の許容範囲を考え、その境界線を広げる努

力が大切です。怒りは高いところから低いところへ流れ

やすく、立場の強い人ほどアンガーマネジメントが必要

です。身近な対象ほど怒りが強くなるのは、身近な人へ

の甘えがあるから。また怒りの矛先は、コントロールでき

ません。しかも怒りは伝染しやすいため連鎖します。アン

ガーマネジメントで怒りの連鎖を断ち切ってください。し

かし、怒りはエネルギーにもなります。怒りが良質なもの

になるように、アンガーマネジメントの実践で組織の活性

化につなげてください。笑う門には福来る。いつも笑顔

でいましょう。笑いは長寿の秘訣だそうです。 

委員会報告 

 
米山記念奨学委員会 川島 徹 委員長 

 先日皆様に FAXでお流ししたショウタンヨウさんの

送別会のお知らせですが、こちらの連絡の行き違い

により会長名と委員会名の明記をしておりませんでし

た。正しくは会長名と米山記念奨学委員長名でお知

らせする内容でした。お詫びして訂正申し上げます。

改めまして、4月 3日水曜日午後 6時より「地中海酒

場ココチーノ」にて送別会を開催させて頂きます。出

欠のご回答がまだの会員は 25日頃までにご連絡を

お願い致します。是非、たくさんの皆様の参加をお待

ちしています。 

外部卓話 

 
「温泉家・北出恭子の温泉学～正しい知識と入浴法

で温泉をもっと楽しく～」 

温泉家ソムリエ 北出 恭子 様 

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 

 

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/ 

5 

 

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/ 

6 

 

 

 

  
・お客様ようこそお越しいただきました。本日もよろしく

お願いいたします。櫻井君、首を長くお待ちしてまし

たよ。                      吉澤 晴雄 

・お客様ようこそ！櫻井様入会お待ちしております。 

中澤 伸浩 

・温泉家ソムリエ北出恭子様、卓話楽しみにしていま

す。よろしくお願い致します。櫻井さんようこそ！一日

も早い入会を待っています。        大熊 正行 

松﨑 義一 市川 洋和 

・北出様、本日卓話楽しみにしております。 

関森 初義 宮﨑 敏博 

・櫻井さんようこそ。              会田 謙二 

・お客様いらっしゃい。            深野 秀樹 

お客様ようこそ！本日もよろしくお願い申し上げます。 

新沼 徹 

・家を買いました。仕事頑張ります。    渡辺 裕介 

・本日宜しくお願いします。   松井 昭夫 佐藤 要 

・本日早退・次回例会欠席           岡﨑 勲 

・次週欠席します。              太田 靖彦 

・世界平和の為に。              大濱 裕広 

 

出席報告 

会員数            47名 

出席免除者         12名 

出席者            31名 

欠席者            12名 

出席率            75.6% 
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