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本日のプログラム
事業計画（２）
会長挨拶
「６月６日はムカムカの日！？」
会長 石原 満彦
皆さんこんにちは、いよいよ６月７日より山
梨県も梅雨入りしたようであります。そして、
私の会長挨拶もいよいよ後２回ということに
なりました。また７月から本業に集中すること
ができそうです。
そんな中、先日、６月６日に当社顧問税理士
事務所に行ってセミナーを受けて来ました。そ
れで今日はその受けたセミナーが印象的だっ
たのでお話ししたいと思います。
ちなみに６月６日は、何の日かご存知だった
でしょうか？「ムカムカの日」だそうです。ム
カムカの日は日本アンガーマネジメント協会
が「アンガーマネジメントの日」としています。
それで、今回のセミナーのテーマが「アンガ
ーマネジメントを使った良好な人間関係の作
り方」でありました。皆さんは、この「アンガ
ーマネジメント」という言葉を聞いたことがあ
ったでしょうか？私は、初めて聞く言葉であり
ました。

平成２８年(２０１６年)９月に発表された
『平成２７年 労働者健康状況調査(厚生労働
省)』において、
「仕事や職業生活に関する強い
不安、悩み、ストレス」の第１位は「職場の人
間関係の問題」でした。
こうした統計から、多くの人は職場でイライ
ラを抱えている状態にあるといえます。抱えた
イライラの感情を家庭に持ち帰ると、夫から妻
へ 、妻から子へとイライラをぶつけてしまい
ます。イライラをぶつけられた子は、自分の弟
妹や、翌日学校へ行って、自分よりも弱い子を
いじめてしまいます。
こうして、怒りの連鎖に巻き込まれた人は、
なんとなく虫の居所が悪くなり、無関係の人に
ついつい文句を言ってしまったりするのです。
誰かに怒りをぶつけられたら、無意識にでも誰
かにぶつけないと気がすまない人たちが増え
たら、とても危険で厄介で辟易する世の中にな
ってしまいます。
アンガーマネジメントは、１９７０年代にア
メリカから広まった「怒りと上手に付き合う」
「怒りの感情をコントロールする」ための心理
トレーニング方法です。
よく「怒らない人になる」ためのトレーニン
グかと尋ねられるのですがそうではなく、
「怒
＿

らなければいけないものには上手に怒れ、怒ら
なくていいものには怒らないですむようにな
る区分けをする」ための「技術論」が、アンガ
ーマネジメントなのです。
怒りは人間の基本感情なので無くせません。
また、世の中には怒らなければいけない場面は
山ほどあります。
ですので、怒らなければいけないものを怒れ
ずに後悔をせず、そして怒らなくていいことに
怒っては自己嫌悪にならないよう、適切な仕分
けをできるようになって、自分と他人の怒りに
振り回されない快適な生活を目指していこう
とするためのメソッドが、アンガーマネジメン
トなのです。
諸説あるのですが、怒りの感情のピークは最
大でも６秒程度と言われています。
「カチン」と
来てから６秒以内で発する言動は感情的にな
ることが多く、非建設的な対応をしてしまうこ
とが少なくないのです。
アンガーマネジメントでは、「反射で怒って
はならない」というメッセージを強く発信して
います。
「反射的に怒らない」
、
「売り言葉に買い
言葉を発しない」ことは、
「あんなことを言わな
ければよかった」という自己嫌悪の防止につな
がり、そのためには、
「最悪の６秒間」をやり過
ごす有効な方法をマスターしておく必要があ
ります。
アンガーマネジメントでは「ディレイ(反応
を遅らせる)テクニック」と呼ばれる方法をい
くつか紹介しています。
例えば「呼吸リラクセーション」という技法。
相手から腹の立つことを言われたら、怒りの言
葉で返すのではなく、まずは大きく深呼吸をし
ます。人は怒りを感じると呼吸が浅くなり、冷
静でいづらくなってしまうので、冷静さを取り
戻すよう鼻から大きく息を吸い、いったん止め

て、口からゆっくりと吐き出します。腹式呼吸
の要領ですね。目を閉じて行ったほうがより落
ち着けるという人もいます。頭の中を一瞬無に
するようにして２～３回行ってもいいです。呼
吸が整い、冷静になれれば、適切な対処を選べ
ることでしょう。
また、上手に自己暗示をかけて、気持ちを前
向きにするためのアンガーマネジメント・テク
ニックも活用してみてください。
「ポジティブ・セルフトーク」という方法が
あります。気持ちを高揚させるために、あらか
じめ自分で決めておいた「元気メッセージ」
「プ
ラス思考フレーズ」を強い気持ちで唱えるので
す。例えば、不当な評価を受けたことで気持ち
が折れそうになったときなどに、元気メッセー
ジを唱えることで自分を鼓舞することができ
ます。
メッセージやフレーズは、
「未来完了形」で言
い聞かせることがポイントです。「負けたくな
い」というフレーズの中には「負けてしまった
ら、どうしよう」という不安を含んでいるもの
で、脳が不安を察知すると、身体がこわばって
しまい、ベストなパフォーマンスを発揮できな
くなります。
未来完了形のフレーズは「負けないぞ！」
。
こうした力強い言葉で自分を激励すること
で、イライラのもとにもなる不愉快を解消し、
建設的なパワーへと変換させられるでしょう。
怒りが仕事等の原動力になるなら、こんなにい
いことはありません。まずは、６秒間をやり過
ごすことから始めてみましょう。
最後に、人には６タイプの怒りがあるそうで、
それらの怒りの傾向を知ることで自分自身、他
者と上手に付き合うことができるようです。
ぜひ一度Ｗｅｂで「無料アンガーマネジメン
ト診断」と検索して、診断を受けてみて下さい。

幹事報告
幹事 竹野 満
1. 石原年度も本日を入れてあと３回とな
りました。次年度の「クラブ計画書」を
作成中ですが、各委員長さんは方針文
の確認を宜しくお願い致します。
2. 前 回 の 例 会 で も お 知 ら せ 致 し ま し た
が、６月２３日（金）の「通常例会」は
「特別休会」になります。
また６月３０日（金）の例会は午後６時
３０分より、会場「新寿し」にて「石原
年度最終親睦例会」となりますので、ご
協力を宜しくお願い致します。
3. 生子ガバナー事務所より「ロータリー
情報冊子のご案内」が届いております
ので回覧致しました。
4. 例会変更のお知らせ
☆甲斐シティーロータリークラブ☆
６月２１日（水）の例会は「花植え例
会」の為 時間、会場の変更
点 鐘：午後１２時
会 場：「甲斐市指定花壇」
アルプス通り(花植えの為)
６月２８日（水）の例会は「親睦夜間
例会」の為 時間、会場の変更
点 鐘：午後６時３０分
会 場：「とん平」
(前田年度最終例会)
☆甲斐ロータリークラブ☆
６月２６日（月）の例会は「最終例会」
の為 会場の変更
点 鐘：午後７時
会 場：「コットンクラブ」
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 前回欠席しました。今日も所用のため、
早退します。
原田 哲
★ 会員卓話 ★
｢人生はほんの少しの言葉で
豊になるか貧しくなるか決まる｣
林 美喜枝 会員
＠朝は希望に起き 昼は努力に生き
夜は感謝に眠る
充実した良い人生を送るためには、自分自身
が良い姿勢、つまりよい心のあり方で せいか
つすることが大切です。
＠思いやりには想像力が必要である
―美術の基本である想像力は おもいやりの
心を持ち続ける事で養われる
芸術にしろ、科学にしろ、その道で結果を残
したいのなら独創性を持つことです。そのため
に必要となるのが、思いやりの心です。
＠信は永遠の友を作り、不信は永劫の仇を作る
良い友に恵まれるよう努力をすること。その
ためには、自身が人から信用される人物になる
ことを心がけなければいけません。
＠実践躬行（じっせんきゅうこう）
自分が言ったことは口先だけではなくしっ
かりと実行すること。
＠一期一会（いちごいちえ）
人生では、どのような出会いも一生に一度で
あると心得て、誠意を尽くす事が大切です。
＠私は狩人、見たこともない聞いたこともない
誰も知らない獲物をねらう
スプーン１杯の土の中には、一億から十億個
の微生物が生きています。それらはたくさんの
化学物質を作って生命を営んでいますが、その
多くは未知の物質です。私が５０年以上続けて
きた研究は、それらの化学物質を特定し、社会
の役に立つ医薬や試薬を作ることでした。
＠人と同じことをやっていると良くて
その人と同じで止まる。
独自のことをやると人より悪いことも
あるが人を越えるチャンスが生じる
メイクアップ

科学の分野でも美術の分野でも他の分野で
もそうですが、「是(これ)はあの人のしごとだ
な」とわかる独創性をもった成果にこそ価値が
あるのです。
＠世界で２００年以上生きている会社は
７,０００社、うち、日本に３,０００社。
これらは１００年に一度の危機を克服する
遺伝子を持っている。
それは人を育て、改革をする遺伝子である
企業は急激な環境の変化に機敏に適応して
いけることこそ必要です。それはそこに所属す
る人材の善し悪しで決まります。会社というも
のはものを作る前に人を作らなければならな
いのです。人を育てる。人を残す。これに尽き
るのです。
―大村智著「人をつくる言葉」より抜粋

各クラブへの打診をしている所であります
が、本日までに生子ガバナーに分区に於け
る各クラブの承認を求めて欲しいとの事で
したが、分区に於いては考え直しを求めて
いる所も有り、思いの外難しさが出ている
様です。
内容は今後の第２６２０地区を含めて日
本のロータリークラブ改革の一端として地
区や分区の見直しを含めて検討をする資料
が分区割り変更１点に議論が集中したので
すが、生子哲男ガバナーから２月９日に指
針が示され２月４日（土）の地区諮問委員
会で検討結果、原案通りで決定が成された
事から、結果報告を各クラブに３月１５日
（水）迄にご理解を頂く様にお願いしたい
との連絡がありましたが、クラブに新風が
吹き込まれるかどうか問題視している所で
★ 合同例会卓話 ★
す。
『 これからのロータリークラブ（２） 』
実はもう一点、今年度生子ガバナーの指
山梨第３分区ガバナー補佐 田中 雅承
示で「青少年交換学生事業」を分区の中で
２０１６年度版の「手続要覧」の解釈は、 実施しているクラブに周知、協力してほし
次年度の「クラブ計画書」作成についてク
い、「青少年交換学生事業」は多大な費用
ラブアッセンブリー（クラブ協議会）にお
が必要と言う事で「青少年交換助成金」を
いて研究をして作成をして下さい。
募り、事業を実施しているクラブに分区全
また、「クラブ計画書」を作成するに当
体で支援体制を考えて下さいとの事でした。
たり、クラブ財務担当は今年度を例にとっ
しかし、生子哲男ガバナーより要請があ
てもクラブとして必要経費は年間１人当た
り「多地区合同奉仕活動とプロジエクト」
りＲＩ人頭分担金、地区資金負担金、ロー
の記載条件による承認の同意による「ＮＰ
タリー財団寄付金、米山記念奨学金寄付を
Ｏ法人国際ロータリー日本青少年交換委員
含めると６１,０７０円掛かります。 それ
会」が「地区危機管理委員会の設置」及び
に例会食事代、会場費、クラブ事業費、親
「地区法人化及び賠償責任保険附保」等の
睦会費、事務職員経費等を加えると約１人
立ち上げ前提で法人組織ＲＩＪＹＥＣ（ラ
当たり２５０,０００円程度 １年間に掛か
イジェック）が現在の「特定非営利活動法
る訳で、是非クラブ運営のために再確認を
人国際ロータリー日本青少年交換委員会」
して下さい。
で１２項目の役割を持つ事で、今までの「
少しでも現在に合ったクラブ経営にする
青少年交換事業」はここが窓口に成ります
事で新会員を求める事にもつながると思い
のでお知らせ致します。
ます。要はクラブ会費の負担を少なくする
雑ぱくな卓話で済みませんが、ご清聴有
事に力を入れていく事と思います。
難うございました。
(終)
１月２８日に「地区戦略計画委員会拡大会
議」がございました。この件については各
次回のプログラム 6 月 30 日（金）
ガバナー補佐が各分区に於いて説明をした
石原年度最終親睦例会 於・新寿し
事ですが、これはまだ検討中の話として、

