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第2773回 村山年度 第39回 会報 2017 4-26 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  ****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 4月26日 38(5) 28(4) 10(1) 75.7% 

前回 4月19日 38(5) 28(4) 10(1) 75.7% 7人 94.6% 

 皆様、今日は。いよいよ春爛漫となってまいりまし
た。桜も若葉に衣替えし、様々な木々の緑もいっ
せいに芽吹いてまいりました。田植えの準備も進
んでいるようで、間もなく地域全体が緑の稲穂に覆
われ、そしてやがて初夏を迎えます。一年で最も
活力に満ちた季節を迎えます。一昨日は、タラの
芽と白木の新芽を頂戴し天ぷらで食しましたが、ま
さに、この季節ならではのご馳走でございました。 
 さて、先週は、社会奉仕委員会、青少年奉仕委
員会のお計らいで、黒磯高等学校インターアクト
部員とともに、恒例の足尾植樹に参加してまいりま
した。好天にも恵まれ、怪我もなく無事に植樹をし
てまいりましたが、かつての自然を取り戻すために
は、まだまだ継続した作業が必要だと思いました。
また、秋葉秀樹会員には、2550地区の担当者とし
て2日間にわたり現地で汗をかいていただいており
ます。本当に、お疲れ様でした。 
 ところで、最近、国産野菜の不足が気になります。
昨年8月に襲った台風などの天候不順で、最初に
玉ねぎの不足が伝えられ、1個100円くらいまで値
上がりしました。最近では、報道でご存知の通り、
北海道産のじゃがいもの不作により、ポテトチップ
スの販売を休止するという発表は、ちょっとしたパ
ニックをもたらしました。加工食品メーカーや外食 

企業の原料調達が滞っている結果、このような事
態になった訳です。 
 2008年に起きた中国餃子中毒事件や、2014年
に起きたマクドナルドの使用期限切れ鶏肉問題、
最近ではブラジルの食肉不正問題の発覚などに
より、消費者の食の安心安全に対する意識が高
まっているため、企業側も国産重視にならざるを得
ない。その結果として、国内産に偏りすぎたが故の
リスクが顕在化し、安定供給に支障が出たと言える
と思います。 
 昔から、お天道様しだいと言われますが、地球規
模で起きている気候変動がもたらす影響は、農業
にとっては非常に深刻なものと思われます。まして
や、日本の穀物自給率は、2011年現在で28%と世
界178か国中125番目の低さで、国内農業振興の
重要性は議論の余地がございません。 
 一方で、過日の外来卓話でもありましたが、日々
廃棄される膨大な食糧品の問題。そうかと言えば、
世界では、内戦や干ばつ、洪水といった人災、自
然災害により、多くの子どもたちが飢餓に瀕してい
るなど、国内外ともに食糧問題については、直接
人命にかかわるだけに、核心的な事項として再認
識する必要があると思っていますし、黒磯クラブに
も直接あるいは間接的に農業に携われている会
員がいらっしゃいますが、くれぐれもよろしくお願い
申し上げる次第です。 
 この後、本日の卓話は青少年奉仕委員会の担
当で、津久井誠二会員のお話しをお伺いできると
聞いております。久しぶりですので、楽しみにして
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。 

第39回幹事報告です。 
 2020年日本のロータリー100周年に関するアン 
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ケートが届きました。村山茂会長にお渡しいた
しました。 

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。 

 ゴルフ愛好会 大森貞男君 

 第3回ゴルフ愛好
会の優勝者は津久
井誠二君です。どう
ぞ前へ出て頂き、会
長より優勝トロフィｰ
を受取下さい。 
 なお第4回ゴルフ
愛 好 会 は 5 月 1 0 

 社会奉仕委員会  
委員長 室井次男君 

 社会奉仕委員会からお知らせ致します。例年実
施いたしております那珂川源流の水質検査ですが
今年も実施することを予定しました。期日は5月27
日と28日になります。一泊二日、泊まる場所は三
斗小屋温泉になります。那珂川源流と那珂川流域
の水のサンプルを採取したいと思います。峠沢ま
で行きますので結構きついかなと思いますが、休
日ですので奮ってご参加頂ければと思います。出
発時刻ですが9時を予定しております。割烹石山
を9時に出発して、その日のうちに峠沢まで行きた
いと思いますので宜しくお願いします。以上です。 

  
  

津久井誠二君 

村 山 茂 君 足尾植樹に行ってまいりまし
た。青少年奉仕、社会奉仕委
員会の皆様大変お世話になり
ました。 
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 ロータリー財団100周年記念シンポジウ
ムのDVDが届いております。ご覧にな
りたい方は植竹にお声掛け下さい。この
DVDはmp4形式対応ですので、PCの
Media Playerでご覧いただけます。ご家
庭用のDVDプレイヤーでは見る事が出
来ません。また、ネットへのアップはご
容赦下さい。 

 ガバナー事務所よりRYLAセミナー報告
書が届きました。現在回覧しております。 

 国際ロータリー公共イメージポスターが
届きました。お帰りの時にお持ち帰り下
さい。2種類各1枚ずつです。 

日那須ゴルフ大会と一緒でございます。どうぞご
協力のほどよろしくお願いします。 



 こんにちは、ただいま村山会長も言われましたが、足尾での植樹大変
ご苦労様でした。黒磯高校より9名の参加とロータリークラブより7名の参
加を戴きまして、植樹をやってまいりました。天気もよく桜が満開で花見も
同時にしてまいりました。詳細等は村山会長が言われましたので、省か
せて頂きます。 
 本日は青少年奉仕委員会の卓話であります。メンバーは私澤田と副委
員長に安藤譲治さん委員に石山桂子さん、それに津久井誠二さんの4名
であります。その中で、われら青少年奉仕委員会が誇ります津久井誠二 

 青少年委員会 津久井誠二君 

青少年委員会委員長 澤田吉夫君 

 本日の卓話は金融業に関わりの深い、地域経済情勢と今後の産業構造の行方についてお話ししたい
と思います。 
1. 地域経済情勢 

宇都宮財務事務所が４半期毎に公表している県内情勢について、「結論がどう導き出されるのか」皆
さんのご意見を伺いつつ、確認したいと思います。 

 委員がたっぷりとお話をいたしますので、ご静聴のほど、よろしくお願いいたします。 
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2. 今後の産業構造の行方 
 昨今の経済キーワードは「AI」（人工知能） 
 日経新聞４月２３日の記事「ロボットと競えますか」を題材として、今後の産業構造がどう変化していく

のか、また企業経営者としてどう対峙していけばよいのかを考える題材を提供をしたいと思います。 
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次回例会        平成29年5月10日     担当 青少年奉仕委員会 
 

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 

  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 

4月26日欠席(敬称略) 
時庭稔・荒井昌一・和気勝利・豊田哲司 
小野安正・鈴木隆子・遠藤清和・髙木慶一 
深町彰・戸野俊介 

前回 4月19日分メークアップ(敬称略) 
荒井昌一・髙木慶一・平山博・室井次男 
和気勝利・薄孝明・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 

 旧足尾銅山の煙害などで枯れ果てた山の再生に取り組む「第２２回春の植樹デー」が２２日、２３日、
日光市足尾町の松木地区で始まった。「足尾の山に100万本の木を植えよう」の合言葉の下、県内外
から１１５０人が参加し、当クラブ、黒磯高校インターアクトｸﾗﾌﾞも参加し広葉樹の苗木を植えた。活動
の様子を写真に収めました。 
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