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出席報告　出席委員会　　安藤譲治君　(出席規定の適用免除会員数 5 名）

RO
T A R Y

I N

T
E R N A TI O

N A
L　会長挨拶　和気勝利会長

本日8月12日は日航機が墜落して丁度30年になり
ます。30年というとお若い会員の方はあまりはっきり
とした記憶はないのではないかと思います。死者数は
日本国内で発生した航空機事故では2015年8月の時点
で最多であり、単独機の航空事故でも世界最多である。
当時の事故について説明文をさがしてみました。
「事故は1985年8月12日に発生。乗客乗員524名が
乗った羽田発大阪行き日航ジャンボ機が午後 6 時 56
分、群馬県上野村の御巣鷹の尾根に墜落した。歌手坂

なかのはじむ

本九さん(当時43歳)やプロ野球阪神の中埜肇(当時63
歳)球団社長ら520人が死亡。機体の後方に座っていた
8歳～34歳の女性4人が奇跡的に救助された。運輸省
航空事故調査委員会(当時)が87年に公表した調査報告
書では、墜落の約7年前に米ボーイング社の圧力隔壁
の修理でミスがあり、その後亀裂が拡大、日航の点検
でも発見できなかったことが原因とされた。
大変衝撃的な事故であり、私もテレビの画面をずー
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日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修
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と見守っていた記憶があります。慰霊登山も毎年おこ
なわれているようですが、心からご冥福をお祈りする
とともに、事故の再発防止につなげていただきたいと
思っております。
先週末、RIラビンドラン会長よりうれしいメールが
届きましたのでご披露申し上げます。『本日は皆さまに
朗報をお伝えしたく、ご連絡しています。今から数日
後の8月11日、アフリカで野生型ポリオウィルスによ
る最後の発症から丸1年が経過します。これは「ポリ
オのないアフリカ」に向けた非常に大きな進展です。
これまで10年間、アフリカでは、ポリオ撲滅に近づ
きながらも、大きな進展が見られない状況が続いてき
ました。1年間ポリオ無発症という達成にいたるまで
には、並々ならぬ努力と決意、そして勇気がありまし
た。アフリカ大陸54カ国で、何万人という保健従事者
が、何億人という子どもにワクチンを投与するために
非常に困難な道のりを乗り越えてきました。
そして今、不可能とさえ思えた「ポリオのないアフ
リカ」を、私たちは実現しようとしています。しかし、
勢いを増したかに見えるこの進展の中でも油断は禁物
です。残る二つの野性型ポリオウイルス常在国、パキ
スタンとアフガニスタンにポリオウイルスが存在する
限り、ポリオが再び広がり、新たな流行が発生する可
能性は十分にあります。アフリカだけでなく全世界を
「ポリオフリー」とするには、これまでにも増してロー
タリーの力が必要とされているのです。
今年のテーマであります「世界へのプレゼントにな
ろう」ということの実践がひとつ実ったのかなと考え
ております。
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先週の8月8日、国際ロータリー第2550地区第19回
インターアクト年次大会に参加してまいりました。
当クラブから私のほかに秋葉幹事、まとめ役の石山
桂子青少年奉仕委員長、地区から髙木慶一地区イン
ターアクト委員が参加してまいりました。
当日は、足利ロータリークラブがスポンサークラブ
となり、足利短期大学付属高等学校がホストクラブを
つとめ、大会テーマ「言葉の壁を越えて」を旗印に足
利市民プラザにて、インターアクター158名、顧問教
師21名、ロータリー関係94名、合計273名という多
数の参加でおこなわれました。
インターアクトの説明を簡単にご紹介いたします。
そのインターアクトクラブの目的は、「奉仕と国際間
の理解に貢献するため、世界親交をもって共に活動す
る機会を青年男女に与えることにある」とうたってお
ります。
インターアクトとは、12歳から18歳までの青少年の
ための奉仕クラブです。
インターアクトクラブは、支援や指導を与えるロー
タリークラブによって後援されます。
インターアクトには、世界中の11.000以上のクラブ
に所属する250.000人以上の青少年会員がいます。
インターアクトという名称は「インターナショナル」
(国際的)と「アクション」(行動)という2つの語が複合
されて出来た名称です。
現在インターアクトクラブは、120以上の国や地域
に存在し、世界的な青少年ネットワークは社会奉仕と
国際奉仕に懸命に取り組んでおります。
そして、我が黒磯ロータリークラブがホストクラブ
をつとめるのが、栃木県立黒磯高等学校インタークラ
ブというわけです。
黒磯高校インタークラブは、2004年齋藤年度の4月
に結成されて創立当時の会員数は、19名でスタートし
て現在にいたっております。
年次大会では、各クラブが1年間の活動報告を行い、
黒磯高校ｲインターアクトクラブも2番目に登場して元
気に活動報告を披露しておりました。
午後からはテーマに沿って音楽療法を駆使して全国
で治療にあたっている、日本音楽療法学会認定音楽療
法士という肩書の近藤美智子氏の感動的な講演をいた
だき、内容充実の大会で終了いたしました。
当クラブとしても今後も変わらぬ支援、協力を黒磯
高校インターアクトクラブにしていきたいと考えており
ます。
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I N

T
E R N A T I O

N A
L　幹事報告　秋葉秀樹幹事

【理事会決定事項】　

1.　9月プログラムの件　 承認
2.　あったかハート号支援の件　50,000円　 承認
3.　8月19日、会員増強委員会の外来卓話：那須塩原
市都市整備課　大島彰様　 承認

4.　9月9日　クラブ史料　 外来卓話：栃木県森林組
合連合会代表理事・会長 江連比出市様 承認

5.　米山記念奨学会委員会　普通寄付5,000円　承認
6.　55周年事業実行委員会について：アンケート→結
果→臨時理事役員会→実行委員会

7.　織姫会支援について。会長一任　30,000円支援決
定。

8.　その他
・　第1回みるふぃカップジュニアテニストーナメン
ト協賛の件　10,000円　 承認

【幹事報告】

1.　MY ROTARYの登録の薦めが届いております。
2.　2014-15年度下期（1月～6月）例会プログラム内
容報告依頼が届きました。8月7日にガバナー事務
所にメールで送付しました。

3.　本日、周年事業に関するアンケートを出席委員会
のところに用意しております。ご協力のほどよろ
しくおねがいします。

4.　本日、印刷した例会プログラムをレターBOXに投
函しました。ご確認のほどよろしくお願いします。

RO
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T
E R N A T I O

N A
L　委員会報告　髙木茂副会長

○　ゴルフ愛好会　髙木慶一会長

RI2550地区大会記念ゴルフ大会の参加者を募ってい
ます、参加できる方は回覧を回していますので記入し
て下さい。和気年度ゴルフ愛好会年会費10,000円を9
月 24 日に徴収するように会計に要請いたしましたの
で、ご準備お願います。
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L　卓話　新年度事業計画説明

○　クラブ奉仕委員会　高木茂委員長

本日はクラブ奉仕関係11委員会の内まだ新年度計画
を発表していない、クラブ史料委員会・雑誌委員会・
ロータリー情報委員会・会員増強委員会・会員選考/職
業分類委員会。以上5委員会の発表になります。

○　クラブ資料委員会　澤田吉夫委員長

本年度のクラブ史料委員会の内訳です。クラブ史料
委員会は前年度会長幹事の指定席ですので、構成は
委  員  長：澤田吉夫。
副 委 員 長：瀬尾紀夫の2名です。
本年度目標：
1.　前年度資料の管理、保管。
2.　倉庫内の整理整頓。
3.　データーの有効利用等。
以上よろしくお願いいたします。

○  雑誌委員会　石山桂子副委員長

雑誌委員長の大森さんが欠席の為、副委員長の石山
が年度計画を報告致します。雑誌委員会の編成は委員
長に大森貞男さん、副委員長に石山、委員に遠藤清和
と3人のメンバーです。
本年度計画
1.　毎月発行されているロータリーの友を会員に配布
をする。

2．　ロータリーの友を那須塩原市要所に配布をする。
黒磯高校、黒磯南高校、黒磯図書館、くろいそい

きいきふれあいセンター。
3.　毎月発刊されるガバナー月信を会員に配布をして
購読をうながす。

4.　ロータリーの友を有効に活用するには、会員より
の投稿を依頼する。
以上です。宜しくお願い致します。

○　ロータリー情報委員会 　月江寛智委員長

会員にRI や地区の情報を伝達します。特に新入会
員に基本的な理念や知識を伝えます。今日配布された
プログラムを見てお分かりのように、今年度は特別月
間が今までになく大きく変わってますのでご留意下さ
い。特別週間は無くなりました。
更に、2014年10月のRI理事会で現ラビンドランRI
会長の提案により、ロータリアン同士の物質的金銭的
相互扶助が認められるようになりました。それにより
『ロータリー行動規範』の「事業や職業における特典を
ほかのロータリアンに求めない」が削除され、シェル
ドン以来のHe profits most who serves bestの職業
奉仕理念は消えさろうとしているようです。

○　会員増強委員会　髙木慶一委員長

会員増強はロータリー活動の源泉であると考えてい
ます。8月は会員増強月間で、8月19日の例会は担当
が会員増強委員会です。会員推薦用紙をお配りします
ので、入会の意志の有る無しに拘わらず、ご推薦下さい。
ロータリーの説明は大変難しいのですが、黒磯ロー
タリークラブのHP を使って説明したいと思っていま
す。その時会員のページにも入り楽しさロータリー家
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族を説明したいと思っています。会員増強は近隣ロー
タリークラブと連携を取りたいと考えています。他ク
ラブの会員の仕事や友人関係などで、黒磯クラブにふ
さわしい方をご紹介頂き、黒磯クラブからも他クラブ
に紹介する事をやりたいと思っていいます。

○会員選考／職業分類委員会　佐藤博委員長

メンバーは、室井次男さん、深町　彰さん、私と、３
名でございます。
基本的には従来の在り方を踏襲し、推薦カードが提
出されたら即検討を加え、理事会に報告致します。
なお、分類には現在16部門ありますが、入会促進の
ためにも未充填部門等にこだわることなく、新しい分
類も検討したいと考えております。
このことは、過日の公式訪問においてガバナーから
もご指導いただいております。特に関連委員会と連携
しながら、努めて参りたいと思います。

○ロータリー財団委員会　秋間忍委員長

和気年度のロータリー財団委員会は、委員長に秋間
忍、副委員長に稲垣政一さん、委員に鈴木隆子さんの
計3人のメンバーで構成されています。
今年度の事業として、会員一人当たり150ドルの財
団寄付をいただけるよう、そしてベネファクターを一
名以上増員できるよう努力します。また、クラブが行
う奉仕活動にロータリー財団の補助事業を通して支援
します。さらに、社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青
少年奉仕委員会と連携して昨年度に申請された、新地
区補助金事業を実施し、次年度のために新たな新築補

助金事業を企画します。
できるだけ重複説明を避けるため、本日は主に地区
補助金事業について説明させていただきます。澤田年
度のロータリー財団委員会（荒井昌一委員長）が行っ
た地区補助金の申請が見事採択され、2015年～16年度
地区補助金として、支給額269,948円が当クラブに支
給される運びになりました。
・提唱クラブ：黒磯ロータリークラブ
・プロジェクト名：「那須塩原市小学校対抗駅伝競走大
会」、実施日：2016年 11月 21日

・実施場所：那須塩原市総合運動場
・プロジェクトの活動内容：「那須塩原市小学校駅伝大
会（合併10周年記念大会）の運営を支援するため、
大会運営に協力するとともに、ゼッケン及び入賞
カップを新調、寄付する。」、

・補助金の使途：ゼッケン作成（2枚一組）×396組、
カップ作成（第１位、第2位、第3位）×3部門等々
で、申請時の予算書では当クラブからの拠出金が
67,620円、プロジェクトの総事業費が337,620円に
なります。これら和気年度に実施される補助金事業
へのご協力をお願い申し上げるとともに、次年度
（村山年度）の補助金事業に関しても皆さまからのご
提案をお待ちしております。
　　地区ロータリー財団委員会の説明のよりますと、
同じ事業への「継続的支援」は地区補助金の対象に
ならないとのこと、地区補助金の対象となりうる新
しい事業（プロジェクト）につきまして、良い企画
（アイデア）がありましたら、我々ロータリー財団委
員会にご教示いただけますようよろしくお願い申し
上げます。



5

近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／いとう家　　　　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／勝田屋記念会館　　0287-23-4165

会報委員会：礒勝彦・齋藤武久・植竹一裕・髙木慶一・鳥居輝一

◎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

次回例会　　　平成 2 7 年 8 月 1 9 日　　　担当会員増強委員会

●　　８月12日欠席(敬称略)
平山博・深町彰・時庭稔・吉光寺政雄・遠藤清和
戸野俊介・大森貞男

○　前回　８月　５日分メークアップ(敬称略)
鈴木久雄・髙木慶一・村山茂

R O
T A R Y

I N

T
ER N A T I O

N A
L　三分スピーチ　安藤譲治君

・・・私の関心事・・・

昨年ロータリークラブに入会させて頂いてちょうど
1年になります。まだまだわからないことも多いです
がよろしくお願いします。会社も7月末決算で、おか
げさまで何とか営業できています。私は子供の頃から、
親の後を継ぐことを漠然と思っていました。
父の後ろ姿を見て育ち、父のやっているようにすれ
ば良いと思っていましたので、特に経営の勉強などし
ませんでした。
私が社長になってから、徐々に売上が下がっていき、
どうにかしないと・・・と、焦っていていろいろな研
修に参加していました。
そのような時に、国際後継者フォーラムの二条彪先
生に巡り会いました。二条先生はアパレル関係の二代
目として経営していましたが、会社を潰してしまい、
その経験を生かして後継者専門の育成スクールを運営
するといった、変わった経歴の先生です。
私も縁があり、平成24年より2年間、後継者アカデ
ミーという経営スクールで学ばさせて頂きました。ほ
ぼ月に1回の授業で、経営者の心構え・コミュニケー
ション・マーケティング・財務などを勉強しました。
色々な仲間も出来てとても勉強になりました。
学んで最も印象深いのは、「知らない人からは、後継
者の方が楽で良いと思われがちだけど、創業者より後

継者の方が大変なんです。」といわれたことで、気持ち
がとても楽になりました。
今年は、後継者アカデミー大学院で仲間の企業調査
をすることで、今まで学んだことを、さらに深める勉
強をしています。
後継者アカデミーは、中小企業の後継者育成におい
てはトップクラスの経営スクールだと思いますが、そ
れに恥じないようにこれからも精進していきたいと思
います

☺  ニコニコボックス   福田逸男君

安藤　譲治君　入会して1年になりました。
植竹　一裕君　娘がアメリカへ2 年間留学しました。

寂しくなりました。
村山　　茂君　残暑お見舞い申し上げます。
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