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第2752回 村山年度 第18回 会報 2016 11- 9 司会 石山桂子君 

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 11月9日 38(5) 31(4) 7(1) 83.8% 

前回 11月2日 38(5) 27(3) 11(2) 76.3% 9人 100% 

 皆様、こんにちは。本日は、那須塩原市の総
合計画(素案)について、お話ししたいと思いま
す。お話しするというより、11/5「広報なすし
おばら」に掲載されたものをご紹介するという
ことでございます。 
 既に、ご覧になられた方もあろうかとは思い
ますが、人口減少社会において、如何にして今
後10年間のまちづくりをしていくか。その方向
性を決める計画が「総合計画」でありまして、
現在策定中であります。その審議会の委員の一
人になっている関係で、お話しさせていただく
訳ですが、私の他にも、平山 博会員、大島三
千三会員も委員になっておられます。 
 総合計画と申しますのは、地方自治体が策定
する最も基本となる計画で、まちの将来像やそ
の実現のための政策などを規定する「まちづく
りの最上位計画」で、前期5か年、後期5か年の
計10か年にわたる計画です。今回の計画は、合
併後に策定された第1次総合計画に続く、第2次
総合計画です。第1次計画は、合併直後という
ことで、異なる市町間の協調あるいは融合と
いったことに割かれ、将来像ということについ
ては、やや、踏み込みが足りなかった部分もご
ざいましたが、今回は、本当の意味での将来像 

を盛り込む計画策定という位置づけと理解して
おります。 
 その「将来像」ですが、「人がつながり 新
しい力が湧き上がるまち 那須塩原」という表
現になっています。これを具現化するために
「基本政策」が次の通り策定され、 
1. 豊かな自然と共に生きるために 
2. まちの安全安心を守るために 
3. 誰もが生き生きと暮らすために 
4. 快適で便利な生活を支えるために 
5. 地域の力と交流を生み出すために 
6. まちの活力を高めるために 
7. 未来を拓く心と体を育むために 
8. まちの持続的発展のために 
 それぞれの項目ごとに「基本施策」が、合計
で38本策定され、さらにその下に「具体的な施
策」が、129本策定されるといった構造になっ
ております。さらに、４つの重点項目として、 
〇「地域力」向上プロジェクト 
〇「魅力」創出プロジェクト 
〇「未来力」育成プロジェクト 
〇「都市力」成長プロジェクト 
が設けられ、これらを分野横断的な取り組みの
もと、「将来像」の具現化を達成するといった
考えであります。 
 そして、総合計画素案「具体的な施策」129
本に対しては、目標年度と目標値、担当部署が
明記されております。 
 この審議会の構成員数は30名で、今日まで6
回の審議を重ねております。市内の様々な分野
の方々が集まり、「基本構想」の段階から様々
な意見が出され、度重なる修正が行われており
ます。ただ、私も含め、行政経験のない方に
とっては、少し内容が理解できない部分がある
ことも事実です。そして、何よりも、少子高齢
化への対応、ITの進捗による目まぐるしい変化 
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などを考えた場合、まだまだ、不充分な部分も
あると思っています。従いまして、広報にもあ
りますように、パブリックコメントの募集がな
されておりますので（11月15日から12月14日
迄）、是非、ご意見を述べていただければと
思っております。 
 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。 

第8回理事・役員会のご報告をいたします。 
 12月度プログラムの件 

当初予定通り承認されました。 
 11月度卓話スケジュール入替の件 

11月9日と11月16日の入替を承認されました。 
 那須塩原市教育委員会より第12回那須塩原

市小学校駅伝競走大会に対する後援依頼の
件 総額24,000円でレプリカ盾を作成する
事で承認されました。 

 地区委員推薦の件 
黒磯クラブは慣例的に会長経験者を推薦し
ており、今回は秋間忍会員となる旨説明し、
承認されました。 

 2013〜14年度1年交換留学生のニコルより、
大学進学に際し黒磯高校並びに黒磯ロータ
リークラブの推薦書依頼に対して推薦文面
の会長一任を併せて承認されました。 

 吉光寺政雄親睦委員長より、12月に開催さ
れるクリスマス家族会の事業計画の説明が
なされ、承認されました。 

 
第18回幹事報告を致します。 
 デジタルフォトコンテスト応募作品募集の

案内を回覧しております。 
今回のテーマは「花鳥風月 美しい自然」
です。受付期間は12月1日から15日までの2
週間です。結果発表は1月4日の新年会の席
上で行われます。 

 那須地区青少年育成推進連絡協議会より記
念文集が届いております。現在回覧してお
ります。 

 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。  

 会員増強委員長 平山博君 

 村山年度、会員増強委員長 平山です。 
 会員増強に関しお願いがあります。8月に卓
話で、会員増強が、なぜ必要なのかをお話し
させていただきました。 
 9月には、関係委員会、広報、クラブ資料、
雑誌、ロータリー情報、会員選考・分類6委員
会で炉辺会議を行い、全員で増強に関与し、
努力をすることで一致しております。 
 10月の理事会で、クラブ会長のおもいとい
う事で、1会員1名の推薦をお願いしたところ、
増強には協力をするが、今まで通り、会員増
強委員会が活動する事で、承認されましたが、
少し疑問が残りました。 
 11月3日において、地区会員増強セミナーに
植竹幹事と参加致しましたところ、各クラブ
とも、真剣に会員全体で増強に取り組んでお
ります。 
 会員増強は、増強委員会だけでは大変厳し
く、難しくなっております。クラブ全体で取
り組まないと、今現在の状況を維持すること
はできません。「クラブの状況の5年後をイ
メージしてください・・・・」。そこで、会
員増強の必要性を、会員全体で共有したいと
思います。全会員一人が勧誘する責務があり
ます。会員推薦用紙をレターボックスに入れ
させていただきましたので、宜しくお願いい
たします。 
 強制はいたしませんが、「このままで良い
はずがない」と思います。 

 広報委員長 植竹一裕君 

 11月3日に平山博会員増強委員長と宇都宮グ
ランドホテルにおいて、地区公共イメージ並び 2 



に会員増強セミナーに参加してきました。 
 ポイントとして、現在マイロータリーへの登
録が非常に少ない点を憂慮されており、皆さま
の登録をお願いしたいとの事でした。当クラブ
に於いては8名の会員が登録されております。
手続きは簡単ですので、登録をお願いいたしま
す。 

 次に、現在使用されているロータリーのロゴ
等の使用方法について、説明がございました。
公共イメージを統一する為に今後各クラブの
ホームページや会報で使用しているロゴ等の再
確認を行った上で、正しいロゴを利用するよう
注意がありました。バナー・印刷物についても
在庫がなくなり次第新しいロゴへ変更するよう
に指示をいただきました。 

 ゴルフ愛好会 室井次男君 

 ゴルフ愛好会からのお知らせでございます。
村山年度第2回ゴルフ大会を来月12月4日日曜日
に行います。場所は琵琶池ゴルフクラブを予定
しております。8時30分に集合で実施したいと
思います。 
 只今回覧中の出欠表に出来るだけ多くの方が
丸印を付けてくれることを切に望んでおります。 

 広報副委員長 稲垣政一君 

 広報委員会、副委員長の稲垣です。毎年新
年会に実施しておりますフォトコンテストの
お題が決まりました。今年のお題は「花鳥風
月 美しい自然」です。詳細については回覧、
FAX メールにて連絡します。また、末尾に記
載しますのでご覧ください。 
 豪華賞品を用意しますので奮ってご応募願
います。以上、広報委員会よりでした。 

瀬尾紀夫君 

黒 澤 洋 一 君 誕生祝ありがとうございま
した。 

室 井 次 男 君 結婚祝いありがとうござい
ました。 

鈴 木 隆 子 君 歳は数えたくないのですが
無事に増えていきます事に
感謝です。 

卓話 会報委員会 
 委員長 稲垣政一君 

 村山年度、会報委員長を仰せつかりました稲
垣でございます。委員長に私、副委員長に鳥
居会員 委員に髙木会員 秋間会員 安藤会員で
す。 
 会報委員会年間計画の中間報告を発表しま
す。計画の中で会報作成ソフトの変更項目が
あ り ま し た が 、 検 討 の 結 果 Windows の
PowerPointへ変更しました。レイアウトや見
栄えに関してはまだまだ改善の余地が多々あ
ると思います。 
 配信期限に関しては、今までのところ期限
までには配信できています。引き続き期限厳
守に努めます。 3 



 以上が計画主要項目の状況です。皆様のご
意見ご指導を仰ぎながら改善しますのでご協
力宜しくお願い致します。 
 本日は会報委員会の卓話ですが、会報委員
である第1グループガバナー補佐髙木慶一君に
近隣クラブの近況や特徴を報告いただければ
と思います。では、髙木ガバナー補佐宜しく
お願いします。 

 国際ロータリー第2550地区 
第1グループガバナー補佐髙木慶一君 

 今年度の最大の関心事は規定審議会で大き
な決定がありました。その中でも例会の週1回
開催が月2回以上開催と緩和されました。まだ
7クラブ全部の情報は分かっておりませんが那
須RCが月2回以上開催することを原則とすると
定款細則を変更しました。 
 黒磯RCはクラブ定款会則検討委員会が3回開
催され間もなく答申されます。大事なことな
のでクラブ協議会を開き討論されたら良いと
思います。2550地区で例会の回数は統一した
方が良いと言う意見もありましたが、RIを構
成するのはクラブであるとの考えから自主性
を重んじクラブで決定すべきと言うことにな
りました。 
 入会金の廃止についてもクラブ事情があるの
でクラブで決める。因みに7クラブの年会費は
下記の通りです。 

年会費 入会金 

大 田 原 180,000 30,000 

黒 磯 200,000 50,000 

西 那 須 野 190,000 10,000 

黒 羽 190,000 30,000 

那 須 140,000 0 

塩 原 200,000 50,000 

大 田 原 中 央 180,000 30,000 

 ガバナー補佐となってやらなければならない
事が最低3つあります。公式訪問のための各ク
ラブ訪問です。スムーズな公式訪問が出来よ
うにガバナーの考えを伝えて調整します。  
 7月7日大田原RCを皮切りに7月21日の大田原
中央RCまで7クラブの公式訪問が無事終了しま 

した。黒磯クラブも7月13日に終わりました。
ご協力に感謝します。 
 第2にインターシティー・ミーティングの開
催です。今年度の栃木秀磨ガバナーはロータ
リー財団100周年を各クラブで祝の事業をして
ほしいと希望されました。第1グループではIM
でお祝をしようと補佐訪問で各クラブにお願
いしてきました。来年2月11日（土）に那須り
んどう湖ロイヤルホテルで開催します。主催
が第1グループですからIM主幹はガバナー補佐
を出しているRCが担当します。10月12日の理
事会でIMの実行委員会を組織すること、実行
委員長に鳥居輝一会員が就任することが承認
されました。組織表をご覧になりご協力を宜
しくお願いします。 

 第3は恒例のグループのゴルフ大会の開催で
す。実行委員長に和気勝利会員が就任するこ
とで理事会承認されています。 
 今後、例会で担当委員会委員長さんと相談
してIM実行委員会と交換して頂きIMの会議に
したいと考えていますので、宜しくお願いし
ます。 

 鳥居輝一IM実行委員長挨拶 

 皆さん改めまして今日は、第一グループIM
実行委員長を仰せつかった鳥居でございます。 
 皆様のご協力が無ければIMは成功いたしま
せんのでお力添え宜しくお願い致します。 
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次回例会        平成 28 年11月16日     担当 ロータリー情報 
 

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 

11月 9日欠席(敬称略) 
小野安正・遠藤清和・秋葉秀樹・吉光寺政雄 
和気勝利・福田逸男・深町彰 

前回 11月 2日分メークアップ(敬称略) 
小野安正・瀬尾紀夫・澤田吉夫・髙木慶一 
遠藤清和・安藤讓治・大島三千三・藤崎善隆 
時庭稔 

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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