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第2766回 村山年度 第32回 会報 2017 3-１   司会 安藤譲冶君 

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 3月 1日 38(5) 32(3) 6(2) 88.9% 

前回 2月22日 38(5) 25(3) 13(2) 69.4% 9人 94.4% 

 皆様、今日は。3月最初の例会ということで、恒例
のRI月間地区行事についてご紹介いたします。 
 その前に、去る2月25日（土）午後1時三島ホール
にて第11回那須塩原市社会福祉大会が開催され
ました。その席上、那須塩原市社会福祉協議会よ
り「高額寄付者」として感謝状を受領してまいりまし
た。55周年記念事業の中での社会福祉協議会へ
の寄付に対するものでございます。 
 さて、3月のテーマは「水と衛生月間」です。きれ
いな水を利用できることは基本的な人権です。しか
し世界には、適切な衛生設備が利用できない人が
25億人と、安全な飲み水が得られない人が7億
4,800万人おり、さらに毎日1,400人の子どもが、劣
悪な衛生環境と不衛生な水を原因とする病気で命
を落としています。 
 国連は2015年、環境と気候変動に対応しながら
貧困問題と福祉改善に取り組むために、「持続可
能な開発目標」を設定しました。目標の一つは水と
衛生に関する項目で、「すべての人に水と衛生へ
のアクセスと持続可能な管理を確保する」ことを目
的としています。 
 ロータリーでも、井戸や雨水貯水システムの設置、
水設備管理の研修、疾病予防のための水・設備の
提供など、水関連の活動が実施されています。 
 バンガロア・メトロ・ロータリークラブ（インド） 

大規模な鉱業の発展により土壌が汚染された
地域社会に、水浄化プラントの設置 

 ポカラ・ロータリークラブ（ネパール） 
毎日２５kmを歩いて水運びをしなければならな
い農村地域に、アメリカのウィリアムソン・ロータ
リークラブと協力して、500人分の水を貯蔵でき
るタンクを設置 

 大東ロータリークラブ（大阪） 
ネパールにある学校の貯蔵タンク（12,000L）を
活用するためのポンプとフィルターを設置し、年
間を通じて安全な飲み水を供給できるようにし
た。 

 700万人が水を原因とする疾病リスクにさらされ
ているガーナでも、ロータリー会員は他団体と協
力して、水と衛生プロジェクトを実施している。 

 2016年6月「世界水サミット：ポルトガル・リスボ
ン」ザ・ロータリアン誌 

インタビュー抜粋 
質：人びとが衛生についてもっと話し合えるようにな

るには、ロータリアンはどういったことができると
思いますか？ 

答：100年以上まえにロータリーが行った初期のプ
ロジェクトの一つが、公衆トイレの建設でした。
現在、ロータリアンが水と衛生に関するプロジェ
クトを行う場合、85%は水だけに焦点を当ててい
ます。しかし、人びとが川で用を足している限り、
井戸水はいずれ汚染されてしまいます。衛生的
なトイレがないために飲み水が汚染され、それ
が原因で病気にかかってしまっては、貧困から
抜け出して生活を改善することはできません。
女性たちが、遠くの草むらまで用を足しに行くた
びにレイプされる危険を冒さなければならない
ようでは、安全な生活は不可能です。学校にト
イレがなく、少女たちが生理用品を交換する場
所がないために、恥ずかしくて毎月1週間学校
を休んでいては、教育は行き届きません。いず 
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れは学業の遅れを取り戻すことができなくなり、
学校へ行くことを止めてしまうからです。 

 以上のように、今日の日本では当たり前のことが、
世界ではまだまだ「水と衛生」に関しては、取り組
むべき大きな課題であることが現実でございます。
このことについて改めてご認識いただき、今後の活
動の糧になればと考えております。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。 

誕生祝、結婚祝 
親睦委員 豊田哲司君 

 誕生祝 

安藤讓治君 神山徳久君 
（所用による遅刻 大島三千三君） 

 結婚祝  

荒井昌一君 澤田吉夫君 

 同じく蘇呈歡君より半年間の留学レポートが届
きました。取扱を慎重にお願い致します。本日
回覧後回収致します。 

 ガバナー事務所より3月のリソース案内が届き
ました。回覧致します。 

 国際交流協会より、3月11日（土）に開催される
講演会へのお誘いが届きました。回覧致しま
す。 

 2月25日（土）に開催されました那須塩原市社
会福祉大会に村山会長が参加され、その時に
感謝状を頂戴致しました。大会次第と共に回
覧致します。 

第32回幹事報告です。 

 例会終了後、村山年度第13回理事・役員会を
開催いたします。理事・役員の皆さまお残りくだ
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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 ガバナー事務所より3月のロータリーレートは、
$1=¥116と連絡がありました。2月のレートと変
更有りません。 

 米山奨学生の蘇呈歡君より、5月17日から6月1
日まで出国届申請の提出された事が米山記念
奨学会より連絡が入りました。出国目的は帰国
です。 

秋 間 忍 様 誕生祝ありがとうございま
した。 



広報委員会 
委員長 植竹一裕君 

 今年度の広報委員会は委員長に植竹、副委員
長に稲垣会員、委員に田中会員と秋葉会員で構
成されており、稲垣会員は会報委員会の委員長、
田中会員は監事とSAA、秋葉会員は地区インター
アクト委員とクラブ資料、私は幹事を兼任しており
ます。全員が二足以上の草鞋を履いております。 
 さて、広報委員会の年度計画は先々週のクラブ
フォーラムでもお話した通り、 
1. ホームページ充実度アップの為の改善 
2. メディアとの交流 
3. クラブの親睦活動の公開 
4. クラブ内交流の手段としてフォトコンテストの開

催 
5. ロータリー活動に必要な書式や雛形の掲載 
となります。 
 細かく検証していくと、ホームページ充実度アッ
プについては、ホームページをご覧になるのが、ク
ラブ員だけに留まらずインターネットをご覧になる
ユーザー全員が対象者になります。ある意味メ
ディアとの交流も含まれると考えていいかもしれま
せん。覗くたびに変化のないホームページでは誰
も見なくなります。常に新しいニュースをアップして
いく必要があります。現在は、例会ごとに会報を
アップしていますから、その意味では、毎週新しい
話題が提供されていると考えていいと思います。ま
た、親睦委員会の夜間例会や、ガバナー訪問など
ロータリー活動が不規則ではありますが掲示され
ています。村山年度会員増強という目標がござい
ますが、現在現状維持を保っている状態です。仮
にロータリーに興味を持つ方がいたら、何気に
ホームページをご覧になる可能性は高いと思いま
す。現在黒磯クラブのホームページを見てクラブ 

に参加しようと思う方が出現すればいいのですが、
難しそうです。 
 それでは、どのようにすべきなのかと考えれば、
やはり話題提供の頻度を増やす努力を続ける事と
思います。今年は大森会員や、村山会長の投稿
がありました。広報委員だけでは、投稿を増やす事
に限界があります。内容はご自身の趣味の分野で
も、他のボランティア団体の活動報告でもよいので
はないかと思います。会員相互の親睦を深めること
のできる情報、奉仕活動の状況等であれば、問題
ないと思います。皆さま方の投稿をお待ちしており
ます。これは、村山年度という事ではなくこれから
継続して情報公開をしていかなければならない事
です。 
 以前私が会報委員会に所属していた時に、他地
区（北海道滝川・岩見沢・大宮？）のロータリアンか
ら会報の完成度を大層褒めていただきました。そ
の人たちは黒磯クラブのホームページから会報を
見たのです。案外見ている人はいるかもしれませ
ん。 
 将来に向けてホームページを見て、入会を希望
される方が現れる事を目標に掲げてもいいと思い
ます。パソコンが苦手な方は手書きでも構いません。
こちらでデータの作成を致します。 
 ロータリーの親睦活動報告ということで「ふれあい
広場」や、観月会・クリスマス家族会・新年会等は、
現在稲垣会員・高木慶一会員が写真撮影をして
下さっています。他の皆さんもわれこそは、という方
の写真投稿をお願い出来ればと考えております。                                   
これから、足尾の植樹・那珂川水質調査など奉仕
活動は続きます。ご協力をお願い致します。フォト
コンテストにつきまして、今年度は出品数が少なく
なりました。まあそのおかげで優秀賞を頂戴した次
第ですが、応募が多ければ多いほど発表の時に
話題の花がたくさん咲きます。次年度はどなたが
広報委員になるのか知りませんが、写真だけでなく
動画もそろそろ有りではないかと思います。次年度
広報委員会のメンバーさん！よろしくお願いいたし
ます。 
 村山年度の活動は約半年ございますので、桜の
頃の風景写真など投稿をお願い出来れば、ホーム
ページも華やかになるかと思います。委員は一年
ごとに担当が変わりますが、広報委員会の場合、
ホームページの更なる充実を求めて行く目標に変
わりはありません。充実の目的を会員増強という
テーマを掲げてもよいのではないでしょうか。 
 広報委員の卓話としては以上となりますが、昨年
も卓話の席でお話しました旧暦による長期予報を
最後にお伝えしたいと思います。ご存知のように、
太陰太陽暦では1年を354日で計算しており365日
で計算する太陽歴とでは、11日ほどずれてきます。
このズレる日数が約30日ほどになった時に閏月を
入れて調整を致します。太陰太陽暦では1〜3月が
春、4〜6月が夏、7〜9月が秋、10〜12月が冬とな 
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安 藤 讓 治 君 誕生祝ありがとうございま
した。 

佐 藤 博 君 今日が歩き始めです。毎日
せっせと歩きます。 

村 山 茂 君 田村吉興元会員のご冥福を
お祈りいたします。 

澤 田 吉 夫 君 結婚祝ありがとうございま
した。 



次回例会       平成29 年 3月 8日      担当 社会奉仕委員会 
 

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 

3月 1日欠席(敬称略) 
秋葉秀樹・吉光寺政雄・戸野俊介・遠藤清和 
月江寛智・深町彰 

前回 2月22日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹・荒牧明二・神山徳久・吉光寺政雄 
津久井誠二・平山博・藤崎善隆・髙木慶一 
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 

り、閏月の入る場所で天候を推測しております。今
年はその閏月が5月に入ります。大まかな四季の
推移を見ますと、春本番は旧暦2月が始まる2月26
日ごろとなり、桜のシーズンは春分の日あたりにな
るでしょう。閏月5月が入る夏の時期は洪水と日照
不足の懸念があるそうです。本格的な暑さは、5月
の後半からでしょう。秋の訪れは、閏5月が入った
分残暑が長引き、秋らしさの始まりは秋分の日ごろ
からでしょう。11月に入っても暖かさは続きそうで秋
という季節を感じる期間は短そうです。冬の到来は
遅く本格的な寒さは年明けと予想されます。何枚
か細かい資料は準備しましたので、ご興味のある
方は例会終了後お声を掛けてください。 

米山記念奨学生 留学レポート 
蘇 呈歡君 

 半年間の経験 

 半年の間に様々なことを経験しましたが、やはり、
時間が経つのが速いと感じた。去年9月から、企業
でのインターンシップ、企業への見学、農場での
実習などをしてきた。 
 9月から、約3月間週2回不動産投資会社へイン
ターンシップをしに行った。そこで投資物件の売買、
銀行の職員との勉強会、電話営業などを経験し、
不動産業界についても少しい勉強した。重要なの
は、会社の創立者に教わったことである。それは、
物事に対して行動力が最も重要ということである。
やりたいことがあっても考えることより行動すること
が大事である。問題があったら、解決する。わから
なかったら、知っている人に聞く。そうすると、自分
ができることが増え、自分の知識も増えていく。そし 

て、成功に徐々に進んでいく。これは最も印象に
残り、私を変えたことである。 
  11月下旬に、大学で農業に関する企業の交流
会に参加した。交流会で銀行の職員、農場の経営
者、有機肥料会社の社長などの社会人と出会って
交流した。彼らは農業で努力して成功した人たち
であり、彼らにも様々なアドバスをもらった。12月上
旬に、培土と有機肥料を生産する会社を見学した。
見学を通じて農業で起業するために幾つかの発
想を考え出した。 
 1月から、週一回、交流会で出会った農場経営者
の農場でアルバイトをしながら、農業について勉強
している。最初は、実際の農作業をする。効率良く
無駄な動作がないように行動すればいいのかを作
業しながら勉強する。毎月より安定した収入を得る
ために、栽培計画の作成が重要であり、作物や栽
培期間の取捨選択も賢く決定しなければならない。
週一回しか行かないが、非常に貴重な経験だと
思っている。 
 半年間、本当に短いと感じた。さらに経験したい
こと、さらにやりたいことがたくさんある。これから、
頑張っていきたいと思っている。 
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