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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　会長挨拶　澤田吉夫会長

5 月の連休、皆様はいかがだったでしょうか！思い
思いの休みが過ごせたのではないでしょうか！
4月25日の足尾の植樹、4月29日の桜追っかけなど
大変ご苦労様でした。又ロータリー例会も２週続けて
の休会、しばしの間ロータリーより開放された気がい
たしました。残すところ２ヶ月、気を引き締めてやっ
ていきたいと思います。
私は連休中は我が家の田植えをしておりました。例
年通りお手伝いを頂き、大騒ぎをしながら、予定通り
田植えを終了した次第です。
又田植え前の4月の末に茨城県牛久市にて研修会が
あったので、参加してまいりました。農業と竹林経営
と言う事で現地を見てまいりました。
元は畑のところに竹を約50A植えて竹林経営を始め
たらしく、見事な竹林でした。過去には天皇賞を頂い
たというだけあって、それはそれは見事な竹林でした。
京都の竹林経営を真似て始まったらしく、手入れが行

第 26 8 0 回　澤田年度　第 41 回　会報　20 1 5 - 5 - 1 3　司会 鈴木隆子　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 5月 31 日 )2(14 )1(23 人 )1(9 人 %0.87 *

回前 ** 月 ** 日 )2(14 )0(72 人 )2(41 人 %9.56 11 人 %7.29

き届いていて、たけのこの生産販売をしておりました。
高いのは一本千円ぐらいで販売したそうです。今は経
営者を他人の夫婦に譲り、その人たちが同居をしなが
ら経営をしておりました。元の経営者は少し病弱であ
るので、経営を全部譲ってその人たちに経営をやって
頂いているということです。元の経営者にも息子さん
がいるらしいですが、東京で医者になったので帰って
こないので、決断をしたそうです。面積は水田やら野
菜畑、竹林等合わせて約5ha位あるそうです。
その夫婦は夫婦で茨大を出てどうしても農業をやり
たく、決心をしたそうです。今の世の中後継者がいな
いと悩むよりも、すばらしい選択ではないかと思いま
す。これからはこのような取り組みが日本でも増えて
くるのではないでしょうか！耕作放棄地があちこちで
目に付く昨今、異業種よりやる気のある若者が参入し
てくることは、望ましく、うれしく思う次第です。
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L　幹事報告　瀬尾紀夫幹事

【幹事報告】

1.　5月のロータリーレートは、1ドル=118円です。
2.　5月20日の例会に長嶋一郎ガバナー、森本敬三ガ
バナー補佐、来訪予定

3.　6 月 17 日の例会に蜂須次年度第1 グループガバ
ナー補佐、来訪予定

4.　6月10日の例会に地区の国内社会奉仕委員会委員
の大田原ロータリークラブ吉成仁見様、来訪予定

5.　栃木西RCより創立50周年記念誌受領
6.　大田原RCより会報受領（第2696～第2699）
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委員会報告　村山茂副会長

○　社会奉仕委員会時庭稔委員長

中川水質調査を5月25日、三斗小屋温泉に一泊して
実施します。
集合場所：石山駐車場
出発時間：9時30分予定
出欠名簿を回覧していますので、皆様の出席よろし
くお願いします。
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L  卓話　クラブ奉仕委員会

○　村山茂委員長

本日は、クラブ奉仕委員会のクラブフォーラムです。
私の方からは、11委員会の現況についてお話しさせて
いただき、続いて、本年度実績著しい会員増強委員会
の礒勝彦委員長のお話しをいただき、皆様のご意見等
をお伺いするという流れで進行して参りたいと考えて
おります。
　最初に親睦委員会について、秋間忍委員長を中心
に当初計画の通り、しかも、何れも工夫を凝らした内
容で、会員とそのご家族の友好と親睦を深めていただ
きました。本年度は複数の新加入会員があった中で、
仲間意識の醸成にも大きな効果があったと考えており
ます。
出席委員会につきましては、従来より、新加入会員
に携わっていただき、早く会員を憶えていただくよう
にしております。そういう意味では小野安正委員長に
はご苦労をお掛けいたしましたが、お許しいただきた
いと思います。また、出席状況についてですが、概ね
良好ではありますが、若干名の長期欠席者がございま
す。お仕事の関係で止むを得ないこととは思いますが、
ロータリーは例会に出席することが重要視されており
ますので、皆様からもお声をかけていただければと考
えております。
プログラム委員会は、年間プログラムを作成し、担
当委員会との連絡調整をお願いしております。吉光寺
会員のご協力を得て、毎月のプログラム表の例会場へ

の掲示等、年間あるいは月々の例会運営にご努力いた
だいております。澤田年度も残り2箇月を切ってしま
いましたが、室井次男委員長を中心によろしくお願い
いたします。
スマイルボックス委員会につきましては、鳥居輝一
委員長と皆さまのご協力によりまして、一人年間
30,000円の計画は達成できる見通しです。対外的奉仕
活動の資金として重要ですので、全員の皆様のご協力
を改めてお願いいたします。
　会報委員会につきましては、髙木慶一委員長のも
と、毎週遅滞なく纏めていただいております。私も
時々お手伝いさせていただいておりますが、結構大変
な作業ですが、いつも素晴らしい出来でございます。
改めて感謝申し上げます。
広報IT委員会につきましても、黒磯クラブのホーム
ページをご覧いただければ一目瞭然。
大変素晴らしい内容で、全国的にも一級品ではない
でしょうか。福島泰雄委員長のご努力に敬意を表した
いと思います。
クラブ史料委員会は、歴代会長が携わる委員会で地
味な印象がありますが、クラブの活動を記録・整理、保
管し、後世に伝えることは大変重要なことであります。
この積み重ねがクラブに誇りと風格をもたらす所以に
なると考えております。
ロータリー情報委員会と雑誌委員会につきましては、
新入会員への情報提供、地域社会への情報発信が主な
内容です。本年度は、比較的多くの新入会員等を迎え
る事ができましたが、そうした方々への情報提供等に
ついて、今後ともよろしくお願いいたします。また、地
域社会への情報発信については、情報誌の配布先増に
ついて検討の余地があると考えております。
会員増強委員会につきましては、本年度は礒勝彦委
員長を始めとして皆様のご努力により、大変な実績を
上げることができました。後ほど礒勝彦委員長よりお
話をいただきますが、改めて感謝申し上げるところで
す。
会員選考/職業分類委員会につきましては、増強委
員会と関連しますが、分類表にはまだまだ空欄の部分
がございます。今後も会員増強に手を緩めることなく、
少しでも空欄を無くすよう皆様のご協力をお願い申し
上げます。
以上、クラブ奉仕委員会11委員会の現況について、
大変雑駁ではありますが私からのご報告とさせていた
だきます。引き続き、礒勝彦会員増強委員長よりお話
をお願いし、その後皆様のご意見等をいただきたいと
思います。それでは、お願いいたします。
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○　礒勝彦会員増強委員長

昨年11月に当地区の「会員増強セミナー」が、宇都
宮グランドホテルに於いて 石井義興　会員（東京恵比
寿ＲＣ）を講師に開催されました。その中で、田中作
次 元RI会長さんのVTRが流れ、ロータリーの会員増
強はかくあるべきと紹介されました。それによります
と、
1.　ロータリーは人生の活性源であるべきです。
2.　活動の目標は高く持ちましょう。
3.　ロータリーで友人を作りましょう。
4.　ロータリーでの奉仕は喜びです。これがロータ
リーの最高の魅力です。

5.　増強はロータリアンになれる人を選ぶべきです。
6.　会員増強において、ロータリー学友をターゲット
にしましょう。

7.　ロータリーのピンバッジは常に襟元につけましょう。
8.　会員数を維持するにはクラブの活性化が必須です。
9.　最後に「作次作戦」と呼ばれていますが、女性会
員の増強を図りましょう。
日本では、このところの不況で退会者は増えていま
す。しかし、入会数は変らないので、退会防止を図る
事によって、会員数の減少は止められものと考えます。
現在日本に於いては、年間7,000人の会員の減少があ
りますが、これを4,000人に減らす事が出来れば歯止
めになるものと考えます。クラブ数の拡大も必須であ
ります。それには、衛星クラブという考えも必要にな
るかもしれません。同じくパネリストを務めた辰野克
彦さんによりますと、ロータリアンの数は世界的には
減少していないとのことです。世界には約120万人の
ロータリアンがいますが、この20年間会員数は変って
いません。増加している国は、インド、韓国、ドイツ、
台湾だそうですが、日本、北米、イギリスでは減少傾
向にあります。これからは特色を持ったクラブの存在
も必要になるのかもしれません。それは、衛星クラブ
であり、Eクラブなのかとも考えます。これからはロー
タリアンに相応しい人材での会員の増強を図る様、活
動していけたらと思っています。

○　村山茂委員長

礒勝彦委員長有難うございました。それでは皆様か
らのご意見等をお願いいたします。
無ければお時間も来ておりますので、残り僅かと
なってしまいましたが澤田会長のご指示をいただきな
がら、クラブ奉仕活動に努めてまいりますので、改め
まして皆様のご協力をお願い申し上げ、本日のクラブ

フォーラムを終了といたします。

☺  ニコニコボックス　荒井昌一　君

澤田　吉夫君　5月初めての例会です。
村山　　茂君　本日はクラブ奉仕担当のクラブフォー

ラムです。宜しく御願いします。
高根沢邦夫君　誕生祝いありがとうございました。
齋藤　武久君　桜追っかけ無事行って参りました。小

岩井農場の一本桜は、満開というのに
ウソの大群の襲来を受けて、残念な写
真となりました。



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 27 年 5 月 20 日　　　担当　会長担当クラブ協議会

●　5月13日欠席(敬称略)
黒澤洋一・石山桂子・上野和昭・大森貞男・　　　
髙木慶一・平山博・深町彰・大島三千三・室井次男

○　前回4月22日分メークアップ(敬称略)
鈴木隆子・津久井誠二・大森貞男・黒澤洋一　　　
安藤譲治・室井次男・稲垣政一・高根沢邦夫　　　
植竹一裕・髙木慶一
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L　誕生祝

高根沢邦夫君
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L　結婚祝

田中徹君・遠藤清和・髙木茂君・(髙木慶一君)

第10回桜追っかけミステリー旅行の記

4月 29～ 30日に第10回の桜追っかけに行って来ま
した。今年は季節の変化が10日以上早く、最大の目的
地、角館の武家屋敷のしだれ桜はすっかり葉桜になっ
ていました。宿泊を伴う旅行は、催行直前の行き先変
更や日程変更は難しく心配していたのですが、参加の
皆さんには旅行そのものを楽しんで頂けた様で安心しま
した。
更に、小岩井農場の一本桜は、満開宣言を出したば
かりなのに、ウソの大群に襲われ花を食べ尽くされま

した。何ともさみしい写真です。
最後の望みは盛岡の北の山中にある米内浄水場のし
だれ桜群です。盛をやや過ぎましたが、幸いに優美な
姿を見ることができました。
最後に、澤田会長、瀬尾幹事、大森さん、黒澤さん
にご支援を頂いたことを感謝します。

米内浄水場のしだれ桜

抜けるような青空、残雪の岩手山と一本桜。残念ながら下の方
の枝に花が見られるのみでした。
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