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第２７３９回 村山年度 第5回 会報 2016 8-3 司会 田中 徹 君 

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 

出席報告  出席委員会  瀬尾紀夫君 （出席規定の免除会員数5名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 8月 3日 38(5) 28(2) 10(3) 83.3% 

前回 7月27日 38(5) 32(2) 6(3) 91.4% 3人 100% 

 皆様今日は。早、8月ということで大変暑い
日が続いております。くれぐれもお体をご自
愛ください。 
 さて、8月と言えば夏祭りでございます。那
須塩原市内でも各地区で、盆踊りが開催され
ます。黒磯駅前では来る8月13、14日の両日に、
16日には那須塩原駅東口で東那須野地区の盆
踊り大会が開催されます。そして、今週6日
（土）には那珂川河畔公園にて2年に一度の花
火大会も開催されます。今回は、レーザーと
サウンドとコラボした花火の打ち上げがある
とのことですので、皆様も是非ご覧になって
はいかがかと思っております。 
 私事で恐縮ですが、実は例会後の理事役員
会終了後、北海道・青森方面に夏祭りの見学
に出かけます。今日明日は、仙台から北海道
新幹線を利用して函館に行き、「函館港まつ
り」を見学します。このおまつりは、昭和9年
に未曽有の大火に襲われ、大きな痛手を受け
たことを契機とし、その1年後に当時の海運業
組合長の意見をもとに、当時の函館市長が、 
 安政6年（安政の大獄の終了年）から77年

目の「喜寿」にあたり縁起がいいこと 

 前年の大火災にあって意気消沈している市
民を鼓舞し、前途に邁進する活力を付ける
こと 

 従来「函館人」は「人の和」に欠けるとこ
ろがあり、函館が大成する障害となってい
ることを正すこと 

 以上の三つの理由で昭和10年7月1～3日にか
けて第1回のまつりが開催されたことに由来す
るそうです。現在は、8月1～5日の五日間開催
され、花火や様々なイベントが行われます。 
 翌日4日は、函館から青森県五所川原市に移
動し、有名な立佞武多祭りを見学いたします。
ご存知のとおり、「ねぶた」あるいは「ねぷ
た」と呼ばれる祭りは大きく「青森ねぶた」、
「弘前ねぷた」、「五所川原立佞武多」、
「黒石ねぷた」の4つがございます。これらは、
400年以上もの間、津軽地方を中心に受け継が
れてきた火祭りが起源だそうです。今回行く
「五所川原の立佞武多」の巨大なねぷたが登
場するのは、明治40年頃のことで、当時の豪
商あるいは大地主の力の象徴として、その高
さを誇るようになり、約10～12間（18～22m）
に及ぶようになりました。その雄姿は近隣の
町村からも見えたと言われるほどだったそう
です。 
 しかし、大正時代に電気が普及すると、ね
ぷたは小型化が進み、戦後2度の大火で街が全
焼したことにより、設計図や写真が消失し、
一旦は巨大ねぷたは姿をけしました。 
 それが、1993年に焼失したと思われていた
設計図と写真が発見され、1998年に80年ぶり
に「五所川原立佞武多」が復活いたしました。 
 全国には様々な夏祭りがございますが、い
ずれもその地域の皆様が誇りを持って、活き
活きとした姿を体現いたします。それぞれの
地域の伝統と文化を継承し、次代へつないで 
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行く。このことが日本という国の力の源に
なっているのではと考えております。 
 本日の卓話は、職業奉仕、社会奉仕、米山
記念奨学会、RI財団の新年度事業計画の説明
となっております。何れも奉仕活動の中核を
なす委員会でございます。計画内容をご理解
いただき、皆様のご協力をお願い申し上げま
す。 
 以上、本日の会長挨拶といたします。ご清
聴有難うございました。 

吉光寺政雄 親睦委員長 

 8月誕生日の方は小野安正さん、瀬尾紀夫さ
ん、時庭稔さん、平山博さんです。おめでと
うございます。前へお願いします 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けま
すので、報告のある委員会は報告願います。  

米山カウンセラー 秋間 忍 君 

 米山記念奨学生、蘇 呈歡君（英文表示：SOO, 
CHERNG HUAN）のカウンセラーを務めさせてい
ただくことになりました秋間 忍です。 
 蘇 呈歡君は、8月12日から4日間の日程で見
学のために台湾に出国するそうです。近々機会
があれば、旅行の土産話などを例会でしてもら
いたいと思っています。 
 以上ご報告でした。 

時庭稔君 瀬尾紀夫君 

 那須野巻狩まつり実行委員会より、2016年
度「那須野巻狩まつり」の推進体制配置表
が届きました。室井次男社会奉仕委員長に
お渡しいたしました。 

 本日例会終了後  第5回村山年度理事・役
員会を開催致します。 

 村山年度第5回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より米山奨学生カウンセ

ラー研修会開催のお知らせが届きました。
秋間忍米山奨学生カウンセラーにお渡し致
しました。 2 



 職業奉仕委員会委員長 荒牧明二君 

 社会奉仕委員会委員長 室井次男君 

 社会奉仕委員会の構成と本年度の計画を説明
致します。委員長に私、室井、副委員長に月江
さん、委員に時庭さんと戸野さん。以上４名で
担当してまいります。 
 本年度の計画は昨年度と同様、大別して3つ
になります。 

村山  茂 君  暑中お見舞い申し上げます。 
 
時庭  稔 君  誕生祝ありがとうございます。 
 
瀬尾紀夫 君  誕生祝ありがとうございます。 

年度方針説明 

 本年度の職業奉仕委員会の事業計画としま
して 
1. 新入会員に「四つのテスト」を配布する。 
2. 会員手帳の作成・配布する。 
3. 職業奉仕月間に、優良事業所を訪問・見

学する。 
4. その他職業奉仕として必要と思われるも

のに対応する。 
 基本的なことではありますが、その基本が
一番やらなければいけない大切な事だと思い
ますので、これから委員長を中心に家庭集会
など開きまして、職業奉仕委員会としてやる
べきことを1年間、一生懸命やっていくつもり
です。よろしくお願い致します 

1. 他団体主催の事業に参加すること 
 ふれあい広場での出店 
 巻狩まつりへの人的サポート 
 足尾植樹祭参加（青少年奉仕委員会と合

同） 
2. 継続事業として 
 那珂川水質調査の実施です。 

過去10年間実施してきた事業で、できれば
これまでの結果をまとめて、市環境課に提
供して何かに役立てていただけたらと思っ
ています。 

3. 各種ボランティア団体への活動資金面での
支援です。 

 那須山岳救助隊 
 那須保護区保護司会 
 あったかハート号の会 
 ボーイスカウト 
 ガールスカウト 

会員の皆様方にご協力をいただかなければ
出来ないことが沢山ありますのでよろしくお願
いいたします。 

 米山記念奨学会 時庭 稔君 

 会長方針に基づき計画を作成いたしました。 
1. クラブ寄付、会員１人当たり18,000円を達

成に努めます。 
 普通寄付 5,000円 
 特別寄付 13,000円 
 合計   18,000円 

13,000円は個人寄付となります。残り
5,000円特別寄付はクラブで寄付します。 

2. 米山奨学生の蘇呈歡（ソ・テイカン）さん
を当クラブとして2年間受け入れます。カ
ウンセラーの秋間忍会員と連絡を密に取り、
委員会としてもサポートしていきます。 

3. 奨学生と交流を深めるために、様々な行事
に参加して頂きます。また、10月の米山月
間には、奨学生の蘇呈歡（ソ・テイカン）
さんに卓話をお願いします。 

4. 米山功労者、準米山功労者の増員を目指し
ます。皆さまご協力の程お願いいたします。
米山記念奨学会地区委員の檜山達郎会員よ
りあらゆるご指導を頂きながら実行してま
いりますので、よろしくお願いいたします。 
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 国際ロータリー第2550地区米山記念奨学会
委員会8月21日（日）9：00～13：30ホテル
ニューイタヤにて行われるクラブ委員長研修
会議に参加してまいります。 

 ロータリー財団 秋間 忍君 

 村山年度のロータリー財団委員長を務めさ
せていただくことになりました秋間 忍です。 
 副委員長に大島三千三さん、委員に荒牧明
二さんの計3名で活動してまいります。 
 当委員会の事業計画は以下の通りです。 
1. 会員のご協力を得て地区目標の会員一人当

たり150ドルの寄付をいただけるよう努力
します。 

2. 恒久基金提供者（ベネファクター）を一名
以上増員します。（1,000ドル以上の基金
を無条件でロータリー財団に寄付した人を
ベネファクターと言います。） 

3. 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、前年度に申請された
新地区補助金事業を実施します。 

4. 社会奉仕委員会、国際奉仕委員会、青少年
委員会と連携して新地区補助金事業を企画
します。 

5. 黒磯ロータリー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。 
 

 卓話の時間がまだ有るようですので当クラ
ブが本年度実施する地区補助金の内容につい
て詳しく説明します。 
 以下、昨年度地区に申請したロータリー財
団 地 区 補 助 金 申 請 書 、 RI 第 2550 地 区
（2016―17年度）内容です。                                      
・ロータリー・クラブ  黒磯ロータリーク 

ラブ 
・プロジェクト名    那須塩原みるふぃ

カップジュニアテ
ニストーナメント 

・ 実施場所       那須塩原市黒磯運
動場テニスコート        

・ 開始日                 2016年8月22日～
予定終了日2016年
8月27日 

 

＜プロジェクトの概要＞                                         
1. このプロジェクトで何をしますか。 

那須塩原テニス協会、及び特定非営利活動
法人日本スポーツ振興協会が主催する「那
須塩原みるふぃカップジュニアテニストー
ナメント」の運営を支援するため、大会運
営に協力するとともに、優勝カップ、入賞
盾を新調、寄贈する。 

2. 何に補助金を使いますか。 
優勝カップ（男女4種目）8基 
入賞盾（男女４種目、準優勝）8基 
入賞盾（男女４種目、三位）8基 

3. このプロジェクトの恩恵を受ける人の人数
はどのくらいですか。 
（ロータリアン以外）600人 

4. このプロジェクトの受益者は誰ですか。ま
たどのような恩恵を受けますか。(注意)受
益者が団体の場合は、団体の概要が把握で
きる資料（パンフレット等）を貼付してく
ださい。 
那須塩原テニス協会、及び特定非営利活動
法人日本スポーツ振興協会。大会運営の効
率化と顕彰奨励 

5. このプロジェクトに何名のロータリアンが
参加する予定ですか。 
30人 

6. これらのロータリアンは何を行いますか。
財政的支援を除き、少なくとも2つあげて
ください。 

 コートレフリー（巡回審判） 
 会場準備 
 来場者ガイド、接待 
 選手応援 
8. プロジェクトは、どのようなニーズに答え、

地域社会にどのような影響が期待できます
か。 
関東地区全域の小学校、中学校、高校で活
躍する18歳未満のジュニアテニスプレイ
ヤーの大会を地元で開催することにより、
地域の青少年テニスプレーヤー、スポーツ
選手に夢と希望を与え、健全な体力づくり
への意欲を高めることができる。また、大
会参加者の家族、大会関係者が那須塩原地
区に多数訪れることによって地場の知名度
が向上し、観光、経済、地域社会の活性化
が期待できる。 

9. 協力団体が関与している場合、その団体名
と役割を記述してください。 
那須塩原市教育委員会：コート利用料の全
額免除（平成27年第一回大会） 

 以上、メンバー各位のご協力、ご支援をよろ
しくお願い申し上げます。 
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次回例会          平成 28 年8月10日      担当 クラブ奉仕 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 

  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

8月3日欠席(敬称略) 
秋葉秀樹・安藤讓治・小野安正・戸野俊介 
鳥居輝一・藤崎善隆・和気勝利・平山博 

前回 7月27日分メークアップ(敬称略) 
遠藤清和・檜山達郎・戸野俊介 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 5 
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