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第2756回 村山年度 第22回 会報 2016 12-14 司会 小野安正君 

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  相馬征志君 （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 12月14日 38(5) 31(4) 7(1) 86.4% 

前回 12月 7日 38(5) 33(4) 5(1) 89.2% 2人 97.3% 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 ＲＩ第2770地区 川口 ロータリークラブ 
芝崎 眞理様 

抽出するという意味や、収穫できる状態であること
から「実る」ということも表します。そのことから、果実
が成熟した状態を表しているとされています。 もと
もと十二支の子、丑、寅、卯・・亥には動物の意味
はなく、無学の庶民が十二支を覚えやすくするた
めに身近な動物が当てられたということです。「にわ
とり」が選ばれた理由は定かではありません。 

 皆様こんにちは。本日のご挨拶は、来年の干支
「酉」についてお話しさせていただきます。酉といっ
ても色々ありますが、何の鳥かといえば「にわとり」
です。では何でにわとりかといえば、本来十二支は
古代中国で方角や時刻、月を表すものとして用い
られてきました。この十二支と十干（甲、乙、丙・・・）
を合わせて暦年を表すことにも使われてました。 
 酉という文字は酒つぼを描いたもので、「酒」に関
する字に使われてきました。収穫した作物から酒を 

 鳥は人に時を報せる動物です。また、「とり」は「と
りこむ」と言われ、商売ではお客をとりこむということ
で、縁起の良い干支です。さらに、酉の干支の特
徴として、「親切で世話好き」とあります。 
ところで、十二支の守り本尊って知っていますか。
もちろん私は知りませんでした。この際ですのでご
紹介したいと思います。 
 「子」（ね）・・・千手観音菩薩：慈悲と救済 
 「丑」（うし）・「寅」（とら）・・・虚空蔵菩薩：智慧と福

徳 
 「卯」（う）・・・文殊菩薩：普遍の悟りと智慧 
 「辰」（たつ）・「巳」（み）・・・普賢菩薩：理知、功徳、

教化、救い 
 「午」（うま）・・・勢至菩薩：智力、智慧の光で苦を

除く 
 「申」（さる）、「未」（ひつじ）・・・大日如来：宇宙の

万物の智慧と慈悲の象徴 
 「酉」（とり）・・・不動明王：煩悩、障害、悪魔などか

ら擁護し、長寿をもたらす 
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 「亥」（い）・「戌」（いぬ）・・・阿弥陀如来：無限の慈
悲、永遠の存在と徳 

 人にはそれぞれ一世一代の守り本尊があって、
十二支に基づき八体のご本尊が配されて、それが
信仰の対象とされてきました。初詣は黒磯神社を皮
切りに、2017年の干支「酉」にゆかりのあるお寺や
神社に行くのも良いかもしれません。 
 来週は、りんどう湖ロイヤルホテル様のお世話で、
クリスマス家族会でございます。大勢の皆様のご参
加を、心からお待ちしております。親睦委員会の皆
様には、年末の折何かとお忙しい中ではあります
が、よろしくお願いいたします。 
 本日はこの後、IM実行委員会が開催されます。こ
のことにつきましても、年明け早々の2月12日開催
を予定しておりますので、本日は十分にご検討い
ただくとともに、準備等への皆様のご協力をお願い
する次第です。以上、本日のご挨拶といたします。
ご清聴有難うございました。 

米山記念奨学金贈呈 

宇都宮大学農学部農業経済学科3年 蘇呈歡君 

第10回村山年度理事役員会報告を致します。 
 次月1月度の例会スケジュールが、承認されま

した。 
 髙木慶一ガバナー補佐よりIMに対する一般会

計からの支出について、例年ホストクラブがIM 

 米山記念奨学生 
蘇 呈歡君 

 皆さん、こんにちは。一ヶ月一回クラブに来ます
が、今回は本当に久しぶりだなと感じました。学校
はいつものようでが、最近、様々なことを経験しまし
た。 
 まず、なぜボウズになったのかを説明させていた
だきたいと思います。先週、アルバイト先の会長と
一緒に取引先の忘年会へ行きました。忘年会に参
加する業者にインパックトを与えるために会長の髪
型と同じようにボウズにしました。改めて、よろしく
お願いします。 
 ロータリーについての話なのですが、今年、マ
レーシアでのロータリー学友会が成立されました。 

11月5日、土曜日に、第一回目日本での学友の集
まりが行われました。私は参加しに行きました。新
卒の先輩に、わざわざマレーシアから来た先輩に、
そして不思議なのは同じ高校の先輩にもこの第一
回目の集まりで出会いました。まだ学友になってい
ませんが、今後、学友会で活躍したいと考えており
ます。 
 そして、11月28日、大学で「とちぎ未来農業研究
会」との交流会が行われました。その交流会で農
業またはその関連事業をしている人たちと出会っ
て様々な話を聞きました。そして、現状と自分の将
来をもう一回考え直しました。9月になってから、私
は不動産の投資会社でアルバイトとして働いてき
ました。もし、将来この職業で成功したら、会社の
社長や会長のように金持ちになるかもしれません。
しかし、自分がよく考えたら、金持ちになりたいで
すが、やはりそれは自分が送りたい生活ではない
と思って会社を先週の金曜日まで辞めました。こ
れから、会社や農場を見学しに行き、現場で農作
業を学びたい、日本語能力を高めたいと考えてお
ります。実は、今日の午後1時半に、この近くにある
株式会社関東農産へ見学に行きます。 
 これからは食べ物の話なのですが。先週、友達
が台湾から旅行に来ました。夏に、私は一回台湾
へ会いに行った友達です。彼に台湾で高級なカラ
スミをいただきました。前日、私は一回紹介した養
殖場の経営者、林さんもカラスミ作っています。彼
が作ったカラスミは今年、台湾の大会で250g以上
と180∼250gの二組でチャンピオンを取りました。友
達は2015年から林さんの所で研究・勉強をしなが
ら、林さんの丁稚としてカラスミのつくり方を学んで
います。このカラスミは自然風乾の方法で作りまし
た。防腐剤は一切添加していません。なので、コス
トもかなり高いです。カラスミもお酒に合う高級なお
つまみだという話を聞きました。来週、このカラスミ
を宴会に持って行きます。量は足りないかもしれま
せんが、ぜひ、お召し上がりください。 
 実は私と友達はこのカラスミを日本で売りたいで
す。そろそろお正月になりますね。プレゼントを贈
りたい時にカラスミはいかがでしょうか。自分のご褒
美にカラスミはいかがでしょうか。一箱は150gが
あって8000円です。良かったらぜひ買ってください。
お願いします。 
 挨拶の最後に、自分の商売になってしまって申
し訳ございません。来週、また会いますが、先に年
末の挨拶をさせていただきます。今年、一年間い
ろいろお世話になりました。ありがとうございました。 
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開催に際し負担をしていることから、黒磯RCと
して一般会計より50,000円の追加負担する事
の要請があり、承認されました。 

 吉光寺政雄親睦委員長より1月4日に開催され
る新年会事業計画及び予算について、前年
100,000円の赤字であった事を踏まえ、参加者
負担金を前年の3,000円から4,000円にする上
申に対し、承認されました。 

 荒牧明二職業奉仕委員長より、1月11日職場
奉仕委員会の卓話開催日に職場訪問を実施
する件、承認されました。場所は、りんどう湖ロ
イヤルホテルとなります。 

 髙木慶一ガバナー補佐より、次回例会時の卓
話予定であるクラブフォーラムをIM実行委員会
への変更する件、荒井昌一クラブ奉仕委員長
の了解の上、変更が承認されました。 

 大島三千三国際奉仕委員長より、「中古消防
車をタイへ贈ろうプロジェクト」の中間報告があ
りました。今後の具体的進行については、会
長・幹事・国際奉仕委員長へ一任し、節目ごと
に理事役員会へ報告する事で承認されました。 

 1月度の理事役員会について、4日が新年会・
11日が職場訪問となるため1月度理事役員会
を18日に変更する事で、承認されました。 

 大島三千三国際奉仕委員長より、外来卓話の
上申について、国際法委員会の卓話予定日は
2月1日で、1月の理事役員会が18日に変更と
なったため、外来卓話者への依頼を進める事
を承認し、最終1月度理事役員会に外来卓話
を上申する事を承認されました。 

 12月23日(金)に那須野が原ハーモニーホール
に於いて開催される「吉田正記念オーケストラ」
演奏会パンフレット配布の件、理事役員会終了
後各ポストに配布する事で承認されました。 

 秋間忍ロータリー財団委員長より、米山奨学生
をXマス会・新年会への招待の提案がなされ、
承認されました。 

 
第22回幹事報告を致します。 
 2550地区インターアクト海外研修募集要項・イ

ンターアクト海外研修に対する助成金依頼並
びに3470地区（台南）インターアクト来日に対
するご支援のお願いが届きました。澤田吉夫
青少年奉仕委員長にお渡し致しました。 

 ロータリー米山記念奨学会より、ハイライト米山
201が届きました。檜山達郎米山記念奨学会委
員にお渡しし、別途現在回覧しております。 

 先週幹事報告でお話ししました米山功労クラブ
感謝状が届きました。回覧しております。 

 先週開催されました年次総会議事録を回覧し
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。  

 親睦委員会 委員長 吉光寺政雄君 

 来週、12月21日の例会はクリスマス家族会をりん
どう湖ロイヤルホテル様で行います。 
 5時15分石山さんを出発のバスをご用意していま
す。直接向かう方は6時点鐘になります。昼間の例
会はありませんのでご注意下さい。 
 1月4日に新年会を開催します。出欠を現在回覧
中です。石山さんにて、6時点鐘となります。皆さま
のお越しをお待ちしています。 

 職場奉仕委員会 委員長 荒牧明二君 

 職業奉仕委員会の荒牧です。来年1月11日職場
見学会を開催します。バスの場合は割烹石山から 
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次回例会     平成 28 年12月21日   担当 親睦 クリスマス家族会 
 

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 

12月14日欠席(敬称略) 
藤崎善隆・黒澤洋一・戸野俊介・室井次男 
遠藤清和・髙木茂・深町彰 

前回 12月 7日分メークアップ(敬称略) 
鈴木隆子・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 

11時20分出発となります。車の場合は11時50分ま
でに、りんどう湖ロイヤルホテルに集合願います。
12時点鐘、12時30分から食事となります。以上宜
しくお願い致します。 

津久井誠二君 

村 山 茂 君 
 

来週はクリスマス家族会で
す。多くの皆様のご参加お
待ちしております。 

植 竹 一 裕 君 娘が無事アメリカの大学を
卒業しました。来年帰って
きます。 

小 野 安 正 君 1か月旅行ブラジル、チリ、
アルゼンチン素晴らしい旅
行が出来ました。 

卓話  

第1グループガバナー補佐 髙木茂様 

 IM実行委員会 

 研修委員会：＜司会進行＞秋間研修委員長
（会場設営、司会、講演会、来賓接待） 

 記録委員会：＜司会進行＞高木慶一ＧＡ（懇
親会、友愛コーナー、記録） 

 総務委員会：＜司会進行＞鳥居IM実行委員
長（会計、総務、受付、救護） 

   今日の例会は荒井昌一クラブ奉仕委員長のお
許しを頂き来年2月12日（日）開催されます第一グ
ループIMの実行委員会に変更して頂きました。 
 IMはガバナー補佐を出しているクラブがホストク
ラブになります。今日はガバナー補佐として黒磯ク
ラブに実行委員会を組織して頂き開催をお願いす
るためガバナー補佐としてお願いに上がりましたの 

で、栃木秀麿年度オフィシャルのネクタイと補佐の
バッジを付けてまいりました。 「ロータリー財団100
周年を祝おう」の記念IMにしたいと思いますので、
ご協力を頂き意義あるIMになりますよう、宜しくお
願いします。総務委員会のリーダーに鳥居輝一実
行委員長に研修委員会のリーダーに秋間忍委員
長に懇親会、友愛広場、記録のリーダーに髙木慶
一補佐なってもらいグループになって会議を進め
て頂きます。宜しくお願いします。 
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