
　

国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第国際ロータリー　第 2 5 5 02 5 5 02 5 5 02 5 5 02 5 5 0 地区　地区　地区　地区　地区　

黒 磯 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報
会　長：澤田　吉夫   幹　事：瀬尾　紀夫
事務局：(株)瀬尾本店：瀬尾紀夫

　〒325-0056那須塩原市本町６－１０
        TEL:0287-62-0044・FAX:0287-62-0238
　　　　E-mail:seohonten@nasuinfo.or.jp
例　会：毎週水曜日12:30－13:30　

　割烹石山　那須塩原市本町５－５

国際ロータリー会長：ゲイリー C.K. ホアン
第２５５０地区ガバナー：長嶋　一郎
事務所：〒325－0826宇都宮市西原町１４２

　宇都宮グランドホテル内 　
　TEL：028-651-2550
  FAX：028-651-2551
　E-mail:m2550@agate.plala.or.jp

欠席の場合は当日9時30分までに次のいずれかにご連絡を。電話62-0128,FAX62-1076(以上石山桂子）
メールqqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

1

出席報告　出席委員会　　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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L　お客様

○ 那須山岳救助隊隊長  　 大高    登様

○ ボーイスカウト那須塩原第1団副団長  薄井　利男様

○ ガールスカウト栃木第34 団リーダー 加藤美奈子様

○ あったかハート号の会会長     田村 好一様

○ 那須保護区保護司会会長代理     室井 次男様
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

本日は社会奉仕担当でたくさん
のお客様がお見えです。ロータ
リーからの助成金を各組織で有
効に利用して活動して頂きたい
と思います。
又本日は東北の震災から丸 4
年になります。復興は大分進んで
きてはいるとは言え、まだまだのよ
うです。おりしも寒い北風が吹き、小
雪が舞い、4年前の今日を、いやおうなしに思い出させ
てくれます。災害は忘れたころ来るとありますが、日
にちがたつにつれ、忘れ去られてくるだろうと思います。
思い出せば平成10年8月に栃木県北を襲った集中豪
雨、与笹川の氾濫などはすでに遠い出来事として思い
出されるのではないでしょうか！
地震での被害、それにともなう津波での被害、そし
てもっとも恐ろしい原発事故での被害、全てそら恐ろ
しい限りです。今でも東北全体で約80,000人以上の人
が仮説住宅住まいとの事、一日も早い復興を願う次第
です。

第 2 6 7 3 回　澤田年度　第 3 4 回　会報　2 0 1 5 - 0 3 - 1 1　司会　荒牧明二君

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 3月 11 日 )2(04 )2(53 人 )0(5 人 %5.78 *

回前 3月 4日 )2(04 )2(63 人 )0(4 人 %0.09 2人 %0.59

ドイツのメルケル首相が来日したと思いきや、1泊2
日での昨日の帰国、どうして3,11の今日まで滞在しな
かったのでしょうか。日本経済新聞の社説によります
と、日本で原発事故が起きた4ヵ月後には、ドイツの17
機あった原子力発電を、2022年度までには全てとめる
とドイツでは決議したそうです。スピードのある決議
は見習うものがあるのではないでしょうか！日本の方
針とは大分違いが鮮明になっているので、何時までも
滞在しているとまずいと思い、早々に帰国したのでは
ないでしょうか！ドイツから言わせれば、あれだけ大
惨事があった原子力発電を、どうしてやめないのか不
思議だろうと思います。日本には日本の事情があるの
だろうとしか思いようがありません。
いずれにしましても、このような大きな原発事故は
二度と起こしてほしくないと思います、又起こしては
ならないと強く思う次第です。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

【13回理事役員会報告】
1.　4月プログラムの件　　　　　　　　　　　承認

．4月8日　那須塩原市教育委員会教育長　　　　
大宮司敏夫様の外来卓話               承認

・4月15日 SAA担当観桜会参加者負担金1人当た
り3,000円　　　　　　 　　　      承認

2.　合併5周年記念「那須塩原市商工会まつり」の件
協賛金10,000円支出　　　　　　　　　　　承認

3.　米山奨学生　レ・ハイアンさんの送別会の件
3月25日(水)午後6時より。　道とん堀　
参加者負 金2,000円 /人
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 記念品　腕時計　7,560円 　　　　　　　承認
4.　大森貞男会員　出席規定適用免除の件　　　　　
黒磯ロータリークラブ定款第9条第3節(b)の規定
により2015-16年度の出席免除　　　　 承認

5.　黒澤洋一会員　出席規定適用免除の件
黒磯ロータリークラブ定款第9条第3節(b)の規定
により2015-16年度の出席免除　　　 承認

6.　新入会員推薦の件
推薦会員　澤田吉夫　瀬尾紀夫
平成27年3月11日の例会時クラブ会員に公示する
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

7.　2月 14日開催の2015-16年度財団研究会
　登録料3,000円　支出　　　　　　　　　承認

8.　4月19日開催の2015-16年度　「地区研修・協議会」
4,000 円×出席人数支出（出席人数はとりまとめ
中）　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認

【幹事報告】
大田原RCより会報が届いております。
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L　委員会報告　瀬尾紀夫幹事

○　秋間忍ゴルフ愛好会

黒磯RCゴルフ愛好会からのお知らせです。
澤田年度第2 回目のゴルフ競技会を来る3 月 29 日

（日）、那須伊王野CCで開催します。本日、参加申込書
を回覧しておりますので愛好会会員の方は出欠をご記
入ください。多数のご参加をお待ちしております。
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L  卓話　社会奉仕委員会

○　時庭稔委員長

本日は大変お忙しい中、各奉仕団体
の方々には黒磯ロータリークラブの
例会にご出席頂き誠にありがとう
ございます。地域社会で奉仕活
動されている各団体の皆様に当
クラブより支援金の贈呈をした
いと思っております。その後各
団体の皆様には活動報告をお願い
したいと思っておりますのでよろし
くお願いします。

○那須山岳救助隊隊長  大高登様、

皆様今日は。救助隊の大高でございます。毎年ご援
助をいただいております。本当に有難うございます。
私どもの隊は、山専門でございまして、山で事故が
あると出動するというようなことで、普段はこれと
いった活動はしておりません。本日は、お手元の資料
のとおり山岳活動についての報告書を作ってまいりま

したので、それに基づきましてご
説明申し上げます。
平成26年度の事業といたしま
しては、冬、春、夏、秋の4回に
渡りまして、2週間から1か月間
隔で山岳パトロールを行ってお
ります。それから、登山道等の整
備も行っております。また、登山
道を整備しましても、場所が判らな
いと何かの時に間に合いませんので、ご協力をいただ
いてガイドブックも作成しております。黒磯ロータ
リークラブ様からの支援金の使途につきましては、今
までは夏山の用具を買っておりましたが、最近は、冬
山の事故が多いものですから、今年は冬の装具を購入
する予定です。具体的には、ビーコンの購入を考えて
おります。これは、もしも雪崩に遭って雪の中に埋
まってしまっても、そのビーコンで場所が解るという
ものです。それから、救助活動でございますが、昨年
は4件ありまして、春先と秋口に3件ございまして、こ
れは一般の登山者でした。もう1件は、誤報で親御さ
んから娘が帰ってこないとの連絡を受け、準備をして
おりましたら娘さんからの連絡で、那須では無く秩父
にいるとのことでした。
それから昨年は、消防のレスキュー隊の出動が多ご
ざいました。14件ございまして、これはご年配の方が
転んで、足を折った、肩を折ったという事故が主でご
ざいます。次に、山に入るお客様の数が判りませんの
で、私ども山岳隊で平成15年の年に、皆様のご協力を
いただきまして、登山カードの記入を実施しました。
これは全国でも早かったと思います。当初はなかなか
書いていただけませんでしたが、昨年の御嶽山の噴火
以降は、大分書いていただけるようになりまして、昨
年10月 2日の日には、登山カードが無いとの連絡が、
お客様から入りました。それで、現場に持っていった
ところ、お客様が並んで書いてくださいました。こう
いうことで昨年はカードを書いてくれたお客様は、1
万人をこえました。それから、ロープウエイ駅にも置
きましたが、一般のお客様がこれは那須に来た記念だ
ということで持って帰ってしまい、ひとつも書いてく
れません。それで、ロープウエイの職員さんに頼んで
何とか書いていただいたのが右端の数字です。その下
は、私どもの詰所がございます登山センターにカウン
ターを付けておりまして、そこを通る登山者をカウン
トした数字です。それによりますと、昨年の入山者は
44,102人で下山者は61,877人ということでした。で、
なぜ下山者の方が多いのか、皆様疑問に思われると思
いますが、これは、ロープウエイで入山したお客様が
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歩いて下りるということです。このように、最近では
登山者の数も把握できるようになっておりまして、私
どもも一生懸命やっております。
最後に、私どもの隊員名簿でございますが、昭和45
年にこの救助隊を作りました時には、32名の隊員がお
りましたが、現在では16名で設立当時の隊員は2名し
かおりません。若い人がなかなか入って貰えないとい
うことが大きな問題です。隊員の高齢化ということで、
救助に行っても逆に自分が危険である。何とか若い
方々に継いで貰う方法はないかというのが現状でござ
います。
以上、拙い説明で恐縮ですが、ご報告といたします。
今後ともよろしくお願いいたします。

○ ボーイスカウト那須塩原第 1 団副団長
薄井利男様

本日は、お招きいただきまして、あ
りがとうございます。
那須塩原第1団にご理解をいた
だき活動資金の援助をいただける
ことに、感謝を申し上げます。活
動としては、前年度は、山口県阿
知須・きらら浜において、日本
ジャンボリーが開かれ当団でも
リーダー3名スカウト3名の参加が
できました。尚、今年度は同所に於い
て、世界30ケ国30,000人以上の参加により、世界ジャ
ンボリーが開催されます。当団より、リーダー3名ス
カウト１名が参加します。残ったスカウトたちにも次
に備えるよう指導していくように努力いたします。尚
ひとつお願いがあるのですが、現在スカウトの登録参
加が減少しております。スカウト活動に参加できる年
齢の子供さんに声をかけていただき見学でもよいので
すが体験入隊を進めていただきたいのです。参加は幼
稚園生より、受け入れできますのでよろしくお願いい
たします。

○ ガールスカウト栃木第 34 団リーダー
加藤美奈子様

皆様こんにちは、日頃は皆様に
は、大変お世話になっておりま
す。私は、ガールスカウト第34
団のリーダーをしております加
藤美奈子と申します、どうぞよ
ろしくお願いします。
ガールスカウトは、就学前１
年生から高校生までの少女たち
の成長を願って活動している、国際

的な社会奉仕団体です。活動目標は、多くの少女たち
が責任ある市民として、自ら考え行動できる女性に成
長することを目指し「自己開発」「人とのまじわり」「自
然とともに」をねらいとして、様々な活動に取り組ん
でいます。活動内容としては、ボランティア活動とし
て4月から12月まで黒磯地区婦人会の皆さんと黒磯公
園ふれあい橋の清掃やシニアスポーツ大会・成人式の
お手伝い、また那須街道赤松林・ふれあい広場への参
加・歳末募金を行っております。季節行事としては、駅
からハイキング・野外活動のキャンプ・お月見の会・
キャンドルナイトへの参加そしてクリスマス会・百人
一首とお茶会等を実施し日本の伝統文化を学んでいま
す。先週の日曜日（3月8日）お楽しみ旅行で東京の劇
団四季の「ライオンキング」を親子30人で鑑賞して来
ました。また、今年度から栃木連盟主催で「フィリピ
ンの海外研修」を計画し事前研修も4回ほど実施今月
の29日から4月3日までの6日間フィリピンのガール
スカウトとの交流会やホームステイをする予定でした
がイスラムの殺人事件があり外務省からフィリピンが
危険地区に指定され断念しました。来年3月まで延期
されることになりました。今回17名参加の内7名が
34 団が占めていましたが本当に残念です。これかも
フィリピンのガールスカウトと文通しながら交流を続
けていくことで継続事業になってします。結びになり
ますが、私たちリーダーも自己研鑽しながら「ガール
スカウトに入って良かったと言われるような活動を推
進して行く事をお誓いし、本日頂いた浄財を有効に使
わせて頂きます。本日はありがとうございました。

○ あったかハート号の会会長  田村好一様

あったかハート号は体の不自由な
人最近は状況がずいぶん変わりま
して高齢な方を外に出られるよ
うに健康な方との交流をはかろ
うと、一日の日帰り旅行、お楽
しみ会、介助の仕方、車椅子の
使い方、白状の使い方、擬似体験
ということで自分たちが具合悪く
なった場合、高齢化した場合の大変
さはどんなものなのか立場に立った体
験をやっております。昨年は24回目の障害者、高齢者
の方たちとの交流会を9月28日に日光霧降り高原大笹
牧場で開催しました。お蔭さまで88名の参加を頂きま
した。年々高齢化率が進んでまいりまして、70歳以上
の人たちが体の不自由な方も含めて88名の内40名を
超えます、半分位が70歳以上です。この頃はご年配の
人たちの介助の仕方も勉強しなければならないのかな



近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105
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次回例会　　　平成 2 7 年 3 月 1 8 日　　　担当田中地区委員

●　 3月 11日欠席(敬称略)
遠藤清和・深町彰・安藤譲治・高木茂・上野和昭

○　前回 3月 4日分メークアップ(敬称略)
平山博・高木慶一

と考えます。旅行に行きたいが行くと迷惑をかけてし
まう、あったかハートの会で行くと傷害者の方高齢者
の方を対象に計画を立ててくれているので参加しやす
いと喜びの声を聞かせてくれます。今年は東日本大震
災があって4年ということで松島に行ってこようと9
月に計画しております。少しでも買い物支援が出来れ
ばと思って計画しています。今後ともご支援頂けます
よう宜しくお願いします。

○ 那須保護区保護司会会長代理  室井次男様

一言お礼の言葉を述べたいと思いま
す。本来であれば会長が来て直接
ロータリーの皆様方にお礼を申
し上げるべき所ですけれども、
生憎会長、事務局、並びに会計
が観察所主宰の研修会に出てお
りまして、残念ながら来られな
いと言うことで、時間もありませ
んので代理で一言お礼を述べさせて
いただいて、後は事業報告書今作成中で
すのでお届いたしますのでそれに変えたいと思います。
ロータリークラブの皆様方には、毎年長年に渡り当保
護司会のためにご尽力いただき、趣旨をご理解いただ
き心から篤くお礼申し上げます。今後ともよろしくお
願いします。

☺  ニコニコボックス　鳥居輝一君

澤田　吉夫君　孫が無事高校に合格しました。
村山　　茂君　申し訳ありません。本日は早退させて

頂きます。
時庭　　稔君　本日の卓話、社会奉仕委員会です。よ

ろしくお願いします。
旅行愛好会　　旅行愛好会より台湾旅行の一部をニコ

ニコボックスに入れます。
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　　　未来のために今できること　　　未来のために今できること　　　未来のために今できること　　　未来のために今できること　　　未来のために今できること
　「未来のために…」いったい何ができるのか。何も

できそうにないと思いますので、農
村の現状と今やっていることの一
端を紹介することにします。
2年前に開かれたクラス会の席
である級友が、「田舎も変わった
なぁ。」と呟きました。兎追いし
かの山は切り開かれ、小鮒釣りし
かの川はU字溝に変わり、昔遊んだ
風景がなくしてしまった寂しさを言葉

あれ

にしたのでしょう。「田園将に蕪なんとす、なんぞ帰ら
ざる」の心境だったにちがいない。残った私どもは何
もしなかった。と言いたかったのか？昔沢山見られた
生き物が見られなくなってきている。植物では、ネジ
バナ、ナデシコ、フシグロセンノウ、センブリ、キキョ
ウ、オニユリ…、昆虫では、蛍、オニヤンマ、キチョ
ウ、アゲハチョウ、ゲンゴロウ、ミズスマシ、アメン
ボ…、鳥類では、みそさざえ、ましこ、鶯、まひわ、か
わらひわ、キセキレイ…、近頃では赤トンボもめっき
り少なくなりました。県内ではヤマカガシが絶滅危惧
種になっているそうです。
昭和40年代半ばから始まった減反政策が全てではな
いにしたも、大きく関わっていることは否定できない
と思います。そこで、自然環境を取り戻すために平成
19年度から農地水環境保全事業を始めました。私の居
住地である箕輪地区でも平成20年に環境保全組合を組
織して、自治会とタイアップして環境保全に取り組ん
でいます。私は事務局の一員になっているのですが、
失われた環境を取り戻すためには莫大な費用がかかる
ことに今更ながら驚いているところです。私どもの集
落は、わずか53世帯で毎年約560万円の助成を受けて
います。日本全国ではどれくらいの額になるのか想像
にかたくないでしょう。取り組み内容は多岐にわたり
ますが主なものとして、農道や水田の給排水設備の整
備をはじめとして、できるだけ農薬や化学肥料を控え
た栽培、水田の冬期灌水、ビオトープの構築などを
やっています。何十年か後には少しでも豊かな田園風
景が戻ればと期待しているところです。
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