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出席報告　出席委員会　　時庭稔君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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那須塩原市副市長　人見寛敏　様
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

昨日の荒井
会員のところ
の葬儀には皆
様ご苦労さま
でした。荒井会
員ご子息のご
冥福をお祈り
したいと思い
ます。一週間は
非常に早いも
のであっと言う間に来てしまいます。昨日の1月20日
は寒さのピーク大寒でした。日本海側は大雪で太平洋
岸は乾燥状態、同じ日本でこれほど不公平かと良く秋
田の友人より言われます、私もそう思います。
さて、本日はコレで2度目のスピーチになります。一
度だけでも大変なのに2度とは断腸の思いです。話す
ねたも底を突いてきて、何を話してよいやら苦労して
おります。先ほどの3分間スピーチで我が家の将来の
展望を少しお話させて頂きましたが、その人の将来を
決する決定的なことは何かと思っております。一般的
に一度方向が決まればそれに向かってよほどのことが
無いかぎりまい進するものと思います。若いうちは一
所懸命に働いて、いい車に乗り、独立やら、仕事で成
功を収めて、楽な生活を送りたいなどと思った人は多

第2667 回　澤田年度　第28 回　会報　2015-01-21　司会　高根沢邦夫　君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 1月 12 日 )2(04 )1(23 人 )1(8 人 %0.08 *

回前 1月 41 日 )2(04 )1(43 人 )1(6 人 %0.58 3人 %5.29

く居ると思います。それはそれで立派なことです。
昔ある大先輩に良く言われた言葉を思い出しますと、
人は財を成すは下なり、人は業を成すは中なり、人を
成すは上なり、といわれたことを思い出します。
そのころは特別な思いも無かったのですが、いろい
ろな組織に首を出すこの頃になりますと、特にそのこ
とが重くのしかかってきます。やはり最後は人ではな
いでしょうか。
人の考えや教えは永く継続することが出来ますが、
お金や仕事は何時なくなっても不思議ではないとおも
います。最後はやはり人を育てることではないでしょ
うか、つくづく感じるこの頃です。皆様も私が言うま
でも無く後世に残る人を育ててください。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

1.　IM(インターシティーミーティング)の出欠表を回
覧しております。詳細については1月19日にメン
バーの皆様へFAXにてご連絡してあります。

2.　平成27年 1月 18日宇都宮グランドホテルで行わ
れました新入会員セミナーに、稲垣政一会員にご
参加いただきました。ありがとうございました。

3.　第11回理事会報告については1月14日付の週報
をご覧ください。

【第11 回理事会報告】　平成27 年 1 月 14 日(水)

1.　2月プログラムの件　　 承認
2.　2014-15年度　第2回会長・幹事会の件
2月7日(土)　13時 30分～18時 00分
宇都宮グランドホテル
登録料10,000円支出　　　　　 承認
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3.　2015年度米山記念奨学生世話クラブ並びにカウ
　ンセラーの件。　引き受け希望しませんで承認
4.　IMの件

2月11日　PM2時 00登録　PM7時 00閉会
勝田屋記念会館
バス利用　バス代20,000円支出 承認

5.　事務員の採用並びに処遇の件
嶋中恵子様　昭和31年 12月 13日生
6月から採用　5,000円 /1例会　支出　　承認
6月、7月の2ヵ月間で佐藤和子様より引き継ぐ

6.　その他
1)　広報IT委員会を広報委員会に次年度より変更
で 承認

2)　1月28日外来卓話。アリス・パッキエ様（フ
ランス人、那須塩原市国際交流員） 承認

3)　1月21日外来卓話。那須塩原市人見副市長様
承認

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　委員会報告　瀬尾紀夫幹事

○　無し
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L  卓話　クラブ史料委員会

○　平山博委員長

クラブ史料
委員会は石山
桂子さんが副
委員長です。
今日は外来
卓話です。地方
創生まちづく
り、定住促進計
画について那
須塩原市副市
長の人見寛敏様にお願い致します。

○　那須塩原市副市長　人見寛敏様　　

まだ一月中
と言うことで
新年明けまし
ておめでとう
ございます。皆
様には那須塩
原市発展のた
めに日頃から
ご尽力いただ
き、この場をお
借りしてお礼申し上げます。
昨年の新聞記事を思い起こして戴きますと、三島中

学校の駅伝部の全国制覇と言うものがございました。
これは栃木県でも初めての偉業でございまして、中学
男子駅伝日本一になりました。駅伝は県立那須拓陽高
校については女子も男子も強くて全国何位と言う形に
なってきたと思うんですが。昨年の都大路の男子駅伝
の全国大会の応援に行くことができました。監督の采
配がみごとに当たりまして、県大会の予選の記録を1
分以上も縮める快挙で、全国9位になりTVや新聞報道
になりました。那須塩原市の名が全国に広がる輝かし
一年であり色々な事があった一年でもありました。
そのような中、昨年の3月に那須塩原市定住促進計
画を策定いたしました。
これは正に那須塩原市が持っている地域資源や観光
資源、交通資源として新幹線の那須塩原駅それから国
道4号さらには高速道路のインターチェンジが2つも
有る、JRの駅も3つも有ると言うことで交通の要衝、正
に県北の中心であると以前から叫ばれてきております。
観光資源と言えば塩原温泉、板室温泉があり、昨年
は温泉100選において、塩原温泉が47位に上がり板室
温泉が97位と知名度が上がってまいりました。そのた
めには観光PRを打っていまして山手線内での吊り広告
もありますし、羽田空港でデジタル看板で一か月近く
塩原温泉、板室温泉、那須塩原市の観光PRを流して、
さらに羽田空港から首都圏にいたる交通ルートにも、
ポスターの掲示やJR 駅での観光ポスターの掲示をし
て、情報の首都圏への発信をしっかりとさせて戴きま
した。文化放送(AMラジオ）で盛んに那須塩原市の名前
が出ていることにお気付きの方もおられるのではない
でしょうか。首都圏への情報発信と言う事を昨年度か
ら始めております。
その一つの目的としましては、那須塩原市定住促進
計画の中に7つのキーワードがあります。その一つに
広報があります。広報と言うと表現が硬いのですが情
報発信と言う形でやっています。正しく情報を伝え尚
且つ那須塩原市に住んでもらって、その方が那須塩原
市に住んで良かったと思うようにするためには、マイ
ナスの情報もさらにプラスの情報も全てお伝えをし、
そして来てもらうと言う形が必要だと思います。そう
言うことをシティープロモーションとして実行するた
めに、26年4月にシティープロモーション室と言う形
で組織しました。
合併前の黒磯町が市になった時は人口3 万でした、
黒磯地区の人口は今6万になっております。倍に増え
ています。それは子供を沢山生んだからでなく外から
移住された方が半分以上いらっしゃると言うのが現実
でございます。特に今定住促進計画の中で謳っている
部分はその開拓精神が溢れている、那須塩原市に住み
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たいと言う人にウエルカムの心おもてなしの心、おも
てなしの心で仲間として受け入れるフロンティアスピ
リットがあるまちなんだと言う事を売りの部分として
やっております。21p説明(上図)
子育てでは待機児童ゼロを目指し、認定子供園保育

園の整備をしっかり進めていく。また教育の分野であ
れば英語教育の推進、昨年ALTの全校配置です。これ
は国内でもめずらしい事例でございます。年間1億円
以上費用がかかりますが、これを教育に打ち込むこと
が重要になっています。
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次回例会　　　平成 2 6 年 1 月 2 8 日　　　担当　髙木地区委員

●　1月21日欠席(敬称略)
遠藤清和・小野安正・植竹一裕・吉光寺政雄
豊田哲司・福島泰雄・深町彰・室井次男

○前回1月14日メークアップ（敬称略）
安藤譲治・上野和昭・月江寛智

暮らし交流では新幹線通勤定期補助や三世代住宅の補
助なども進めさせて戴きました。
皆様にお配りしています、「まち、ひと、しごと創生
長期ビジョンについて」は昨年の御用収めの翌日12月
27日に閣議決定されました。10ケ月も前の26年 3月
に作成した那須塩原市定住促進計画のかなりの部分が
重なっています。国の先を行く計画であると自負して
おります。平成27年も新たな発信を行って参りますの
で、ご指導ご協力を賜りますようお願い致します。

1 .　那須塩原市定住促進計画が目指すもの

地域資源や観光資源など、本市のポテンシャルの高
さを活かしつつ、本市独自の施策展開と個性を明確に
することで定住促進を図り、「人口の減らないまち」、
「人々から選ばれるまち」を実現する。
・雇用、結婚、子育て、教育、暮らし、交流、広報の
7つのキ－ワードに、様々な施策を展開し「転入の促
進」と「転出の抑制」を進める。

・首都圏からの子育て世代の移住を目指す。

2 .　まち・ひと・しごと創生長期ビジョンについて

地方創生が目指すものは、地域に住む人々が、自ら
地域の未来に希望を持ち、個性豊かで潤いのある生活
を送ることができる地域社会を形成することである。
取組みに関する3つの基本的視点
1)　東京一極集中を是正する
2)　若い世代の就労・結婚・子育ての希望を実現する
3)　地域の特性に即した地域課題を解決する

☺  ニコニコボックス　荒井昌一君

澤田　吉夫君　寒い日が続きます。風邪を引かぬよう
に!

荒井　昌一君　1月19日、20日の葬儀にお世話になり
ました。

村山　　茂君　本日は早退させて頂きます。
津久井誠二君　先日祖父小一の13回忌法要を行いまし

た。生前お世話になりましたロータ
リークラブ会員の皆様に改めて御礼申
し上げます。
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L　３分間スピーチ　　　　　澤田吉夫君

・・未来のために今できる事・・

自分の人生を振り返ってみて、今まで私は、やりた
いことをやりたいようにやってきたと言う思いは、す
ごく大きくあります。それをやらせてくれていた親は
遠くから見ていて、そのレールを知らぬ間に引いてい

たのではないかとも思います。特別にあれがダメ、コ
レがダメといわれた覚えも無く、好き勝手にやってき
たように、思います。息子も私が、お米を作っていた
のにハウスで花の栽培をやりたいと言い出し大学を出
てから研修に入り、本気で取り組み始めたので、施設
を作り今の鉢物栽培を始めたわけです。孫は僕がじい
ちゃんの後を継ぐからと今は言ってくれております、
私は遊びが大好きなため、それを見ていて言っている
のかとも思いますが、いずれにしても、まだ高校生な
ので将来はどうなることやらこれからの話です。です
が、内心は楽しみにしているところです。
これからの農業は日本の中だけではなく、大きく世
界を見ての仕事となるように、見聞を広め、冒険心を
持ってチャレンジしてもらえればと思っております。
やはり生きていくうえでは食糧は絶対的に必要です。
将来とも今の食糧生産にかかわる仕事をしてもらえれ
ばと思います。
我が家では、私の父の代より、田んぼの土つくりに
有機質の落ち葉や稲ワラ堆肥等のすきこみを長年に亘
り行ってきております。もちろん私の代も今の息子の
代と引き継がれて来ておりますが、これは作物を作る
うえでは基本中の基本だと思っております。「継続は力
なり」そのものではないでしょうか！農業は派手さは
無い職業ですが面白さにおいてはこの上ないと、私は
思っております。昔は栽培だけを求められており、作
れば農協さんや業者さんが売ってくれた時代ですが、
これからは、栽培が半分、販売が半分の時代になって
きております。しばらくのあいだ第一次産業は経済戦
争で大きく淘汰されるものと思っております。それに
耐えられるだけの広い意味での足腰の強い農業が出来
るような土壌を作っておければと思っております。若
いうちに色々と研鑽を重ね、経営にたずさわってもら
えればと思う次第です。私はその手助けが出来ればと
思っております。
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