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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2754回 村山年度 第20回  会報 2016 11-30 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  藤崎善隆君 （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30日 38(5) 32(4) 6(1) 86.5% 

前回 11月16日 38(5) 29(4) 9(1) 78.4% 7人 97.3% 

ベネファクター伝達 

澤田吉夫君 

マルチプルポールハリス伝達 

髙木慶一君 秋間忍君 田中徹君 

  

大会の趣旨は、地域観光の活性化を目的として、
若者の自由な発想による提案と現地調査を行って
もらうことによる、この土地柄とは少し違った若者が
地域を散策すること自体も狙っています。ちなみに、
この大会でプレゼンをしていただいたのは11チー
ムで、グランプリを獲得したのは東洋大学経済学
部澁澤ゼミナールで、発表テーマは「板塩の乱」と
いうコピーです。観光客に板室温泉と塩原温泉を
回遊してもらい、その足跡をスマホで発信していた
だくことにより、どちらが多くポイントを稼いだかを
競うというものです。そして、発信していただいたポ
イントに応じて何らかの特典をお客様に還元するこ
とで、リピーター化に繋がることを期待するもので
す。この大会では、平山博会員には審査委員とし
て一日中お世話になりました。大変有難うございま
した。 
 また、27日には黒磯文化会館小ホールにて、那
須地域定住自立圏公共交通講演会が開催され、
そのパネルディスカッションにパネラーとして参加
いたしました。那須地域定住自立圏事業の重点項
目のひとつに公共交通が挙げられていることから
開催されたものです。 
この那須地域というのは、那須塩原市、大田原市、
那須町、那珂川町の4市町で構成されております
ので、一口に公共交通といっても、それぞれの市
内及び4市町全体の公共交通を考えるということで、
非常に難しいことです。パネルディスカッションに 

 皆様こんにちは。先週は勤労感謝の日ということ
でお休みをいただきまして、有難うございました。
そんな中、19日には那須塩原市小学校対抗駅伝
競走大会開会式に出席し、優勝から第3位のレプ
リカの授与並びにスターターを務めてまいりました。
生憎の雨が降る中、参加21校参加生徒数540名そ
してその父兄の方々で盛大に開催されました。 
 そして翌日20日には、黒磯観光協会主催の大学
ゼミプレゼン大会が、板室温泉グリーングリーンで
開催され、そのお手伝いをしてまいりました。この 
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先立ち、福島大学の吉田准教授により公共交通に
関する基調講演があり、現状の問題点と参考事例
等の紹介がなされましたが、それがこの地域に必
ずしも合致するものではありません。少子高齢化が
進展している中で、那須地域の特性に対応した新
しい公共交通網の構築は、容易ではありませんが、
その必要性を改めて認識した次第です。 
 この公共交通ではありませんが、面白い報道を
目にしましたのでご紹介します。ある有名自動車
メーカーB社ですが、大手物流会社などと共同で
「イン・カー・デリバリーサービス」を開発しました。
注文した商品を対象区域ならどこでも車のトランク
に届けるサービスです。世界で初めてだそうです。
そう言うと皆さん？となると思いますが、仕掛けは、
この車とそのキー（鍵）にあります。この車には従来
の鍵はありません。それに代えて専用のアプリが
入ったスマホが鍵です。これで、品物を注文すると
同時に、1回だけ使用可能なデジタルキーを注文
先に送り、それを受けた受注者は、GPSで車の位
置を確認し現地に赴き、デジタルキーでトランクを
開け品物を納品するという流れです。これはクルマ
が故障したときに、自ら修理工場に行く手間を省く
こともできます。また、カーシェアリングへの転用も
可能です。いちいちキーの受け渡しをする必要が
ありません。スマホでキーを送ればいい訳です。そ
して、クルマがどこにいて何キロ走ったか瞬時に確
認することができます。さらには、自動運転車両の
開発の際に大きな問題となるのは、人の飛び出し
や信号見落しといった、突発的な事象を前もって
情報として収集することが難しいことですが、これら
についても、対応が可能になる能力を秘めている
のではないでしょうか。 
 この会社は「2017年にクルマの物理的な鍵を全
廃する」と宣言しました。これも世界初となる見込み
です。そして「これからはクルマが情報のプラット
フォームになる。」と話しています。今後、事故のな
いクルマ社会作りに大きく貢献することが期待され
ます。 
 以上、とりとめのないお話で恐縮いたしておりま
すが、本日のご挨拶といたします。 
 ご清聴有難うございました。 

 黒磯ロータリークラブ定款並びに細則の変更部
分について 

 村山会長より、定款については規定審議会
の決定に基づく改正で、標準ロータリー定款と
なる為、クラブでの変更が出来ない事を了解頂
いた上で、変更項目並びに追加項目の説明を
行い、本日は、別紙改正案をお持ち帰りいただ
き、質疑については、次回例会の席上でお願
いすることとなりました。細則については、定款
細則委員会から答申された内容のままであるこ
とを述べ、変更項目並びに追加項目の説明を
行い、定款同様、質疑等については、次回例
会にてお願いすることとし、次回例会に本案を
提案することについて了承されました。 

 その他 
 ロータリー財団秋間忍委員長より次年度への
継承事業の提案がなされ、詳細について、国
際奉仕委員会大島三千三委員長より、那須塩
原市消防団の消防車をタイへ寄付する事業の
提案が上程されました。現状、必要経費・消防
団サイドの了解等不確定要素が多い為、前向
きな検討を継続することとなりました。まずは、
次回理事役員会までに、雑駁見積りの提出を
行う事になりました。 

 
第20回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より12月のロータリーレートが

発表されました。＄1=¥106となります。 
 那須塩原市教育委員会スポーツ振興課より、

当クラブの後援に対してのお礼状と今大会の
結果を頂きました。現在回覧しております。 

 ロータリー財団個別プロジェクト報告書を、秋間
忍ロータリー財団委員長より頂きました。現在
回覧しております。 

 西那須野ロータリークラブより会報が届いており
ます。現在回覧しております。 

 ガバナー事務所より、「第2550地区職業奉仕研
究セミナー」の案内が届きました。荒牧明二職
業奉仕委員長にお渡ししました。 

 先週開催されました臨時理事・役員会の報告を
致します。 

 栃木県更生保護事業に関する栃木県知事感
謝状を頂きましたので、ご披露致します。 
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 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。  

 第一グループガバナー補佐髙木慶一君 

 11月18日の第一グループ会長幹事会において
財団100周年を祝うIMを2月11日に決定しましたが、
同日同時刻に「地区財団補助金管理セミナー並び
に研究会」が開催されることが分かりました。この研
修会には会長、幹事、財団委員長の出席が要請さ
れます。勿論栃木秀麿ガバナーも出席されます。
100周年を祝うIMに財団関係者、ガバナーが欠席
ではお祝いになりませんので、翌日2月12(日)に変
更しました。IM実行委員会の皆さまご理解頂きご了
解頂きますようよろしくお願いします。7クラブ会長
幹事様には変更メールを出しました。 

 親睦委員会 豊田哲司君 

 12月21日（水）に迫りましたクリスマス家族会の出
欠確認の回覧をしております。 
 りんどう湖ロイヤルホテルにて、点鐘18：00 マイ
カーの方は、遅れないようにご来館ください。また
17：15発にて石山から大型バスが出発致します。バ
ス利用の方は17：15発に遅れないようご乗車くださ
い。 

 広報委員会副委員長 稲垣政一君 

 広報委員会副委員長の稲垣です。例年新年会
にて実施しておりますフォトコンテストの応募が来
月1日から始まります。期間は15日までとなってお
ります。ご応募お待ちしております。 

村 山 茂 君 寒くなってきました、お体
をご自愛ください。 

卓話 クラブ協議会 
 会長 村山茂君 

 本日のクラブ協議会の議事は、2016年規定審議
会決定に基づく黒磯クラブ定款改正（案）及びそ
れに基づく黒磯クラブ細則改正（案）について、ご
審議のうえご承認いただきますよう提案いたします。
なお、本件につきましては、去る11月2日開催の理
事役員会にてご審議いただいております。また、ク
ラブ細則（案）につきましては、クラブ定款細則検
討委員会によるご提言に基づき、理事役員会での
ご審議を踏まえ、一部加筆のうえ本日お示しいた
しております。 

つきましては、ただいまから改正内容について
ご説明いたしますので、予めメールにて送信いた
しました改正（案）をご用意いただきたいと思いま
す。 
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【 クラブ定款改正案 】 
 村山 茂会長より、別紙黒磯ロータリークラブ定
款改正（案）新旧対照表に基づき説明を行う。そ
の中で、定款変更につきましては、規定審議会決
定に基づく、国際ロータリーによる標準クラブ定款
を採用することとされておりますので、クラブでの
裁量の余地はないことを述べ、質疑応答の結果、
原案の通り承認された。 



次回例会        平成 28 年12月 7日     担当 会長 年次総会 
 

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30日欠席(敬称略) 
福田逸男・小野安正・檜山達郎・遠藤清和 
深町彰・大島三千三 

前回 11月16日分メークアップ(敬称略) 
小野安正・神山徳久・田中徹・時庭稔 
戸野俊介・檜山達郎・藤崎善隆 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

○ 主な改正条項 
• 第3条「クラブの目的」：新設 
• 第5条「目的」：各条項文の表現が改められた。 
• 第6条「五大奉仕部門」：第２項条文の内容に

一部加筆された。 
• 第7条「例会と出席に関する規定の例外」：新

設－第8条、第12条、第15条に関連 
• 第8条「会合」 
○ 主な改正点１：例会関係 

旧：「3回以上続けて例会を開かないようなこと
があってはならない。」 
↓ 
新：「3回を超えて続けて例会を開かないような
ことがあってはならない。」 
この他、「オンライン」、「衛星クラブ」の例会に
関する条文が加筆された。 

○ 主な改正点２：理事会の会合 
理事会のすべての会合について書面による議
事録が提供されるべきである。この議事録は当
該会合後60日以内に全会員が入手できるよう
にすべきである。 

• 第9条「会員身分に関する規定の例外」：新設
－第10条に関連 

• 第10条「会員身分」：条文削除・加筆等 
○ 主な加筆点 

第4節衛星クラブの会員。衛星クラブの会員は
スポンサークラブの会員でもあり、これは衛星ク
ラブがロータリークラブとしてRIから加盟が認め
られるまで続く。 

• 第11条「職業分類」：条文加筆・改正 
○ 主な改正点 

ローターアクターがクラブ正会員になれること
に改められた。 

• 第12条「出席」：条文加筆・改正 
○ 主な改正点１ 

出席免除第3節（a）出席規定の免除の条文に
新たに「あるいは子どもの誕生、養子縁組、ま
たは里親となることにより」が加筆された。 

エレクト、幹事、会計とし、1名または数名の副
会長を役員に含めることができ、これら全員を
理事会メンバーとする。また、会場監督は、細
則の定めるところに従って、理事会のメンバー
とすることができる。クラブ役員は定期的に衛星
クラブの例会に出席するものとする。 

○ 主な改正点２：第5節（c）資格要件 
各役員および各理事は、いずれも、本クラブの
瑕疵なき会員でなければならない。 
クラブ会長の候補者は、指名に先立つ少なくと
も1年間、本クラブの会員であるものとする。た
だし、1年未満であっても、当該会員の奉仕がこ
の要件の趣旨を満たしていると地区ガバナー
が判断した場合は例外となる。 

○ 主な改正点３：第6節衛星クラブの組織運営 
○ 主な改正点４：委員会 

本クラブは次の委員会を有すべきである。 • ク
ラブ管理運営 • 会員増強 • 公共イメージ • ロー
タリー財団 • 奉仕プロジェクト 必要に応じて追
加の委員会を任命できる。 

• 第14条「会費」すべての会員は、細則の定める
年会費を納入するものとする。 
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○ 主な改正点２ 
出席免除第3節（b）の条文に新たに「一つまた
は複数のクラブで少なくとも20年の会員歴があ
り」が加筆された。 

• 第13条「理事及び役員および委員会」：委員会
の新たな加筆及び条文の改正 

○ 主な改正点１：第4節条文改正 
役員。クラブの役員は、会長、直前会長、会長 

【 クラブ細則改正案 】 
 月江寛智定款細則検討委員長より、今般のクラ
ブ定款改正に伴うクラブ細則改正について、別紙
検討資料に基づき、経過及び趣旨の説明を行う。 
 村山 茂会長より、別紙黒磯ロータリークラブ細
則改正（案）新旧対照表に基づき説明を行い、質
疑応答の結果、本日の経過を踏まえ、会員各位に
は再度内容の確認を願い、採決は次回例会に持
ち越しとすることとした。 
 その中で、第4条第6節幹事の任務に関する条
文について、本日は、細則検討委員会から示され
た条文を従前の条文に戻し提案されたが、月江寛
智委員長から地区協議会において、幹事等の任
務については予め研修を受けるので、クラブ細則
に詳細な記載は不要との考え方が示され諮ったと
ころ、指摘の通りの条文に戻すこととなった。 
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