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

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-34 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.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 
 

第2753回 村山年度 第19回 会報 2016 11-16 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16日 38(5) 29(4) 9(1) 78.4% 

前回 11月 9日 38(5) 31(4) 7(1) 83.8% 6人 100％ 

 皆様、こんにちは。本日のご挨拶は、冒頭に、11
月12日（土）から13日（日）に開催された「なすしお
ばら まなび博覧会」開会式において、2015－16
年度地区補助金を活用した「那須塩原市小学校
対抗駅伝競走大会」への優勝カップ等及びゼッケ
ン寄贈に対し感謝状贈呈式が行われ、私が出席
し、市長感謝状を受領してまいりましたのでご報告
いたします。 
 この「なすしおばら まなび博覧会」は、市教育
委員会が宇都宮共和大学那須キャンパスの全施
設を使用して、2日間にわたり開催される大きな催
しです。内容は、市内小中学生及び公民館の 

   

活動状況の展示、発表等が主なものです。従って、
来場者は、昨年は7,000人余りだったそうですが、
小中学生及びその父兄等が中心のようです。 

米山記念奨学会 
米山功労者 マルチプル表彰 

瀬尾紀夫君  荒井昌一君  秋間忍君 

 さて、今週のご挨拶ですが、何といってもアメリカ
大統領選挙についてお話しせざるを得ません。結
果は、皆様すでにご存知の通りでございまして、世
界中が驚いてしまいました。私たちが耳にした、あ
るいは見た、読んだ情報からすれば、若干の含み
はあったものの、反対の結果を予想し、そして期待
していた人が圧倒的だったと思います。「よもや来
るまいと思っていた狼が、本当に来てしまった。」そ
んな感じではないでしょうか。 
 今回の結果は、いわゆる彼が言うところの公約が、
アメリカあるいは世界にとって、有益であるか否かと
いったことを考えて投票した有権者が多数派であ
れば、違った結果になっていたのではないでしょう
か。しからば、なぜ？ 
  ここで少し思い出してください。日本においても、
バブル崩壊後現在まで続いているデフレ経済で、
我々自身もすっかり内向思考になっていませんか。
こんな中、自民党をぶっ壊すといって一世風靡し
た小泉内閣がありました。その後、民主党政権が
誕生しました。大阪では橋本徹さんが維新の会を
旗揚げしました。これらの共通点は、現状に対する
不満と、将来に対する不安を払拭したいと思う有権
者が、いわゆる正当な価値観を述べる政治家・官 
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僚に飽きあきして、外に対して毅然と対峙するタイ
プ、誰が何と言おうと動じない、戦闘的なリーダー
を求めた結果だったのではないでしょうか。このこと
と全く同じだとは申しませんが、どこか共通点があ
るように感じております。 
  何れにしても、アメリカの有権者がどのような信
条？心情？で権利行使をしたか、定かではありま
せんが、オバマ大統領のChangeとトランプ次期大
統領のChangeは、かなり違うようです。そして、アメ
リカですから、世界に与える影響が桁違いです。 
○ 11月10日付英フィナンシャルタイム：By  Gideon 

Rachman）抜粋 
 ベルリンの壁崩壊はアメリカのリーダーシップが 
勝利した瞬間だった。そして楽観主義と、リベラル
で民主的な理念が世界中に広がる時代を招き入
れた。中略 このアメリカの関与の姿勢を最も雄弁
かつ感動的に表したのは1961年のジョン・F・ケネ
ディ元大統領による言葉だ。「我が国に好意を抱こ
うと悪意を抱こうと、すべての国に知らせよう。我々
は自由の存続と成功を確保するためには、いかな
る代償も払い、あらゆる重荷をいとわず、どんな困
難とも対峙し、あらゆる友人を助け、いかなる敵とも
対決する決意であることを」ケネディのビジョンの寛
大さと広さ、力強さはトランプ氏の宣言「我々の計
画はアメリカが最優先となり、グローバリズムではな
くアメリカニズムが信条となる」の狭量な国家主義と
の悲しいコントラストを描く。この2つのビジョンの違
いは計り知れないほど大きく、不吉だ。 
○ 11月14日付日経ビジネス：熊谷徹のヨーロッパ

通信抜粋 
 メルケル首相は祝辞の中で、まるで学校の教師
が生徒を教え諭すように、ドイツが重んじる価値を
並べ挙げた。「ドイツにとって、EU以外の国の中で、
アメリカほど共通の価値によって緊密に結ばれて
いる国はありません。その共通の価値とは、民主主
義、自由、権利の尊重、全ての個人の尊厳を重ん
じることです。人権と尊厳は、出身地、肌の色、宗
教、性別、性的な嗜好、政治思想を問うことなく守
られなくてはなりません。中略 
トランプ氏がこれらの価値を我々と共有するならば、
私はトランプ氏とともに働く準備があります。」つまり、
メルケル首相は次期アメリカ大統領に、「協力する
かどうかは一定の条件を満たすかどうかにかかって
いる。」と宣言したわけです。イギリスのEU離脱の
時の言葉「欧州統合は平和主義。それを忘れては
いけない。」ともども恰好いいですね。 
 そして、ドイツでは11月9日は歴史に残る大事件が
起きる特異な日と見なされています。 
○ 1923年11月9日：ヒトラーがミュンヘンでクーデ

ターを試みた。 
○ 1938年11月9日：ナチス政権が全国でユダヤ教

会を破壊し、多数のユダヤ人を殺害・逮捕した
「帝国水晶の夜」事件が起きた。 
 

○ 1989年11月9日：ベルリンの壁崩壊 
○ 2016年11月9日：次期アメリカ大統領にトランプ

氏選出 
 以上のように今回のアメリカ次期大統領に関して、
ヨーロッパではかなり深刻に受け止めているようで
す。まだまだ、世界経済の行方、安全保障など話
は尽きませんが、時間ですので以上といたします。
ご清聴ありがとうございました。 

第19回幹事報告を致します。 
 「2016年度那須野巻狩まつり第3回役員会・実

行委員会合同会議開催」の案内が届きました。
室井次男社会奉仕委員長にお渡し致しました。 

 「2016-17年度青少年奉仕セミナー開催」の案
内が届きました。村山会長・髙木茂会長エレク
ト・澤田吉夫青少年奉仕委員長にお渡し致しま
した。 

 回覧物の案内を致します。 
1. ガバナー事務所より「ハイライト米山とロータ

リーリーダー11月号」が届きました。 
2. 大田原ロータリークラブより会報と現況報告書

が届いております。 
3. 那須塩原国際交流協会より「国際交流員  

フロンティーネさんとの交流会」参加のお誘い
が届いております。 

 本日例会終了後臨時理事・役員会を開催いた
します。理事・役員の皆様はお残り下さい。 

 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。  
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12月4日村山年度第2回ゴルフ大会 
琵琶池ゴルフ倶楽部、集合時間変更です。8:30か
ら9:00に変更 スタート9:31 

瀬尾紀夫君 

佐 藤 博 君 誰が名付けたスーパームー
ン いかがでしたか？ 

安 藤 讓 治 君 19日(土）カクヤス大収穫
祭を開催します。ぜひおこ
し下さい。 

卓話 ロータリー情報委員会 
 委員長 福田逸男君 

 黒磯ロータリークラブも創立して56年と歴史のあ
るクラブとなりました。黒磯クラブの歴史を紐解い
て回顧したいと思います。 
 その前にロータリー情報とは何をする委員会かと
申しますと全ロータリアンにロータリーの組織を正
しく理解してもらうことが役目です。特に新入会員
にロータリーを正しく理解してもらうことが重要で1
月には勉強会の開催を予定しておりますので是
非とも参加宜しくお願いします。また、ロータリーの
友が世界のロータリーの歴史、日本のロータリー 

の歴史を理解する上で最適な教材であり熟読願い
ます。 
 では黒磯ロータリクラブの略歴は下記の通りです。 
 
○ 創立1960年9月17日（昭和35年）於：黒磯町産

業会館 
• 栃木県で12番目のクラブ 
• チャーターナイト人数21名 詳細は末尾記載の

通り 
• 創立当時のガバナー 田 誠（東京ロータリーク

ラブ） 
• スポンサークラブ    宇都宮ロータリークラブ 
• 特別代表        上野小七（植竹虎太さん 
                       の叔父） 
• 区域限界 黒磯市及び那須町一円 
 区域内人口 黒磯市44,747人 
  那須町27,110人 
  合計  71,857人 
  現在  117,049人 
○ 認証状伝達式(チャーターナイト) 
• 昭和36年4月23日（1961年） 
• 那須ビューホテル（箭内源典会員が社長） 
• チャーターナイト人数24名 
  室井勇 佐治俊之 大高市左衛門 加入 

 アトラクションではロータリアンである藤山一郎さ
んがお嫁さんのピアノ演奏で歌って下さった。お
手伝いの会員のご婦人方はお揃いのウールの無
地の着物で接待にあたった。日本舞踊は西川流
の門下の踊りを披露された。 

認証状伝達式会場風景 

那須ビューホテル玄関。お揃いのウールの着物を着た会
員夫人方 3 

 ゴルフ愛好会 室井次男君 



次回例会       平成 28 年11月30日     担当 会長 クラブ協議会 
 

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16日欠席(敬称略) 
小野安正・遠藤清和・神山徳久・田中 徹 
時庭 稔・戸野秀介・檜山達郎・深町 彰 
藤崎善隆 

前回 11月 9日分メークアップ(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 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

○ 創立5周年 
昭和41年9月10日 
八幡一望閣 
 

○ 創立10周年 
昭和45年9月17日 
那須ロイヤルホテル本館 
潮来ロータリークラブとの間に姉妹クラブ締結
(昭和48年) 

 

○ 創立15周年 
昭和50年9月17日 
足利銀行3階 
那須ロータリークラブ創設 
 津久井小一 宗形喜久男会長時代 
 特別代表 柴田文夫 

○ 創立20周年 
昭和55年10月8日 
晩翠閣 
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