
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：ジョン F.ジャーム 
第 2550 地区ガバナー：栃木  秀麿 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      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 
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   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2771回 村山年度 第37回 会報 2017 4-12 司会 安藤讓治君 

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  安藤讓治君 
 
次回例会時に発表いたします。  
 

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 

 皆様、今晩は。本日は、夜間例会ということで、親
睦委員会の皆様のお計らいで、このあと観桜会が
準備されておりますので、手短にご挨拶させていた
だきます。 
 4月10日付で第2550地区ガバナー並びにガバ
ナーエレクト連名で、「地区ロータリーリーダーシッ
プ（RLI）準備委員会委員の公募」についてのご案
内をいただきました。2017-18年度PETS並びに地
区研修・協議会でその説明がなされたとのことで、
次年度に予定されていることではありますが、私の 

 方から少し説明させていただきます。 
 具体的な募集委員会は、次の通りで年齢制限
（40歳～50歳代）があります。 
① ロータリーリーダーシップ運営委員会（RLI）委

員：10名前後資料等の準備及び委員会の運
営担当 

② ディスカッションリーダー委員会（DL）委員：24
名～28名 
セッションの進行役 

 この委員会の目指すところは、「みんなで一緒に
ロータリーを楽しく語り、多くの異なる考え方を受入
れ、新たな知識を獲得し、クラブを超えた親睦を図
り、クラブの活性化のため共に努力しましょう。」とい
うことでございます。全世界で会員減少が止まらな
い中で、価値あるプロジェクトに多くの会員が関わ
り、ロータリアンとしての充実感を体験することによ
り、会員を育てる必要がある。そのためには、会員
一人ひとりが十分な知識を持ち、各種プログラムを
積極的に推進させための指導力育成の場の提供
が必要であるとの考え方でございます。 
 我こそはという方がいらっしゃれば、お申し出くだ
さい。ただ、締め切りが4月22日（土）になっておりま
すので、お早めにお願いいたします。 
 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。 

第14回理事・役員会報告です。 
 5月度例会スケジュールについて 

5月17日は黒磯高校インターアクトクラブによる
活動報告、クラブ協議会は、次年度にむけて、
定款・細則変更について協議・説明に変更する
件承認されました。 

 神山徳久会員人事異動による会員継承の件 
栃木銀行黒磯支店支店長として薄孝明（ウスキ
タカアキ）会員へ継承の承認について、4月5日 
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付にて会員継承の上、委員会配属は神山元会
員と同様の副会計・職業奉仕委員会への配属
も併せて承認されました。 

 那須塩原市より依頼されているリンツ市との交
流事業への参加者の件 
会長より秋葉秀樹君を推薦がなされ、承認され
ました。 

 足尾植樹参加の件 
4月22日（土）に社会・青少年奉仕委員会合同
で足尾記念植樹に黒磯高校インターアクトクラ
ブと参加することと、経費については、両委員
会折半で処理する件、承認されました。 

 澤田吉夫青少年奉仕委員長より、インターアク
ト海外研修の追加宿泊費の発生について、 
先だって行われたインターアクト海外研修に同
行した秋葉秀樹君が、先方の都合の為、当初
の予定と異なりシングルユースとなった為に発
生した宿泊費オーバー分をクラブ負担とする件、
承認されました。 

 大島三千三国際奉仕委員長よりタイ国へ消防
自動車寄贈する件 
当初地区補助金利用で承認されていたが、宇
都宮クラブとの合同事業となり、グローバル補
助金に科目が変更となる件、承認されました。 

 また、新しく地区補助金申請として、青木乗馬
クラブへ児童用のヘルメット寄贈を市より依頼
があった事を会長から説明があり、地域に対す
る奉仕を目的に新たにこれを地区補助金事業
として推進する件 
この事業は次年度の事業となる為、次年度会
長の高木茂君の承認も得た上で、承認されま
した。 

第37回幹事報告は次回例会の時に行います。 

誕生祝、結婚祝 
吉光寺政雄 親睦委員長 

 4月の誕生祝は稲垣
政一君、津久井誠二君、
鳥居輝一君、檜山達郎
君、藤﨑善隆君です。     
結婚祝いは黒澤洋一
君、鈴木久雄君、戸野
俊介君です。 

4月誕生祝 

津久井誠二君 稲垣政一君 鳥居輝一君 檜山達郎君 
（欠席 藤﨑善隆君） 

4月結婚祝 

鈴木久雄君 黒澤洋一君  （遅刻 戸野俊介君） 

委員会報告 髙木茂副会長 

 本日は担当である荒井副会長が欠席ですので、
私が委員会報告を申し受けます。報告のある委員
会は挙手願います。 

津久井誠二君 

秋 間 忍 君 第3回ゴルフコンペ打ち上
げも楽しかったです。 
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 観桜会に先立ちまして、一言ご挨拶申し上げます。 
 4月上旬は、さくらの開花情報とともにマスターズゴルフも気に
なります。私は、マスターズが始まると春を実感いたします。輝く
緑のコース、咲き誇る花々、選り抜かれた選手の熱い戦い、そし
て1934年から重ねられた歴史、加えて、近年では松山選手が毎
年出場し、何れも好成績を残しています。今年こそは優勝か？
と思われていた方もいらっしゃるのではないでしょうか。残念な
がら、優勝は出来ませんでしたが、最終日の追い上げで、11位
タイとなりました。初日の、出遅れが残念でした。優勝したセルヒ
オ ガルシア選手、本当におめでとうございました。 
 話は変わりますが、日本三大桜の開花情報をお伝えします。
いずれも樹齢は1000年以上で、国の天然記念物に指定されて 

おります。黒磯クラブでは以前、亡くなられた齋藤先生とご存命の鳥居会員のお世話で「桜追っかけ」とい
うイベントを行っておりましたので、その名前は皆様ご存知の通りです。 
⃝ 福島県 三春滝桜（樹齢1000年余）：満開4月20日頃 
⃝ 山梨県 山高神代桜（樹齢約2000年日本最古）：満開4月9日頃 
⃝ 岐阜県 根尾谷淡墨桜（樹齢1500年余）：満開4月11日頃 
 以上、桜の開花情報でした。三春の滝桜はこれからですので、ご覧になってない方は是非お試しくださ
い。その素晴らしさは、私が保証いたします。ただ、普通に行くと混雑でどうにもなりませんので、早朝7時
現地着がお薦めです。以上、久しぶりの夜間例会ですので、心ゆくまでご歓談いただきたいと思います。 

司会 吉光寺政雄君 乾杯 檜山達郎君 中締め 髙木 茂君 

黒澤洋一君 佐藤 博君 澤田吉夫君  大森貞男君 秋間 忍君 

髙木慶一君 秋葉秀樹君 薄 孝明君 戸野俊介君 3 



次回例会         平成28年4月19日     担当 プログラム委員会 
 

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 

  木曜日  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 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

吉光寺政雄君 鳥居輝一君 蘇定款君 鈴木久雄君 植竹一裕君 村山 茂君 

荒牧明二君 鈴木隆子君 石山桂子君 髙木 茂君 福田逸男君 

大島三千三君 秋葉秀樹君 津久井誠二君 小野安正君 和気勝利君 

檜山達郎君 月江寛智君 室井次男君 相馬征志君 
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