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第2775回 村山年度 第41回 会報 2017 5-17 司会 田中徹君 

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  安藤譲治君 （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 5月17日 38(5) 29(3) 9(2) 80.6% 

前回 5月10日 38(5) 20(3) 18(2) 55.6% 13人 91.7% 

黒磯高校インターアクトクラブ 

米山記念奨学金贈呈 

宇都宮大学農学部農業経済学科4年 
蘇呈歡君 

 皆様、今日は。先週は第1グループのゴルフコン
ペと例会が重複し、人数的にはやや寂しい例会と
なってしまいましたが、小野安正会員の約1か月に
及ぶ南米旅行のお話しをいただきました。また、数
百枚に及ぶスナップ写真も見せていただきました
が、今まで見たこともない景色等が数多くありました。
この様子が会報に掲載されておりますので、まだご
覧になっていない方は、是非ご覧いただきたいと
思います。 
 また、第1グループのゴルフコンペにつきましては、
表彰式に参加させていただきましたが、朝から一
日中濃霧の中でのプレイということで、大変にお疲 

れ様でした。私は午後3時半頃に会場の那須ゴル
フ倶楽部に到着し、キャディーマスター室前に出て
みましたが、真っ白で、声は聞こえるのですが姿は
全く見えませんでした。従いまして、スコアは聞くま
でも無く、普段より悪いのかと思いきや、たいして変
わらない方も結構いらしたようで、ゴルフは目を
瞑ってやってもできる？大切なのは、仲間とともに
小さなボールを無邪気に転がし、親睦を深めること
と改めて確認いたしました。 

 さて、本日はこの後の卓話で、黒磯高等学校イン
ターアクト部の皆様より、2016-17年度の活動状況
についてご報告をいただきます。今月のRI月間行
事は「青少年奉仕月間」ということで、先週は青少
年を育成するための海外交換留学制度についてと、
その先駆的な例として、元国連難民高等弁務官の
緒方貞子様のご活躍について紹介いたしました。
本日は、地元のインターアクトのご活躍を直接お伺
いする訳ですが、まさに月間行事に相応しいものと
考えておりますので、よろしくお願い申し上げ挨拶
といたします。ご清聴ありがとうございました。 

第41回幹事報告です。 
 高木茂年度の理事役員、並び委員が決定致し

ました。レターボックスにお入れしてありますの 
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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。 

 第一グループガバナー補佐 髙木慶一君 

 5月10日第1グループ親睦ゴルフ大会と村山年度
最終ゴルフ大会が那須ゴルフ倶楽部で開催されま
した。和気実行委員長お世話になりました。村山
会長ホストクラブ会長の挨拶を頂きありがとうござい
ました。 
 個人戦の結果 
• 個人優勝は 

大田原中央RCの安田香織（かおり）さん 
• 準優勝は 

黒磯クラブ津久誠二さん 
• 3位が 

塩原クラブの会長菊地悟（さとる）さんでした 
 団体戦の結果 
• 団体優勝は 

大田原中央ロータリークラブ 
• 準優勝は 

黒磯ロータリークラブ 
• 3位は 

大田原ロータリークラブ 
 黒磯RCゴルフ愛好会ゴルフコンペ 

でご確認下さい。 

蘇呈歡君 挨拶 

 皆様、今日は、もう5月中旬になりました。今日で
私は米山記念奨学生になって1年が経ちました。 
 最近、学生になって一番うれしいことは何かと考
えました。やはり、米山記念奨学生になって奨学
金を受けたことです。奨学生になるまでは、ほとん
どアルバイトと勉強しかない生活を送ってきました。
一時は経済的な厳しさから奨学生になるために勉
強しているのではないかと感じほどです。 
 米山記念奨学生に応募するとき、自分の将来の
計画を書いたことを今でも覚えています。自分の
留学目的、自分の将来のことを、もう一度考え直
すことが出来たことは本当に良かった。 
 奨学生になってからは余裕の時間が増えました。
その時間を利用してボランティア活動、国際学生
交流会また見学会などに参加しました。今後も、こ
のような活動に参加して日本の学生や社会人との
交流を深めたいと思っております。 
 皆さんと1か月ぶりですので、最近の活動を報告
させて頂きたいと思います。今は就職活動の時期
ですので、会社の説明会や面接を受けました。会
社説明会のエントリーシートや面接のときには必
ず志望動機はと聞かれます。今まで起業すること
ばかり考えていた私としては、志望動機を考え出
すのが難しく、友人に多少嘘をついても良いので
はと助言されました。しかし、やはり自分の軸を失
うのではと思い、今後も努力して自分なりの理由を
考えて会社に応募します。 
 もう一つのことですが、最近、先輩と食事をした 

 ガバナー事務所よりハイライト米山が届きまし
た。回覧しております。 

 那須野巻狩祭り実行委員会より、2017年那須
野巻狩りまつり実行委員会開催のお知らせが
届きました。室井次男社会奉仕委員長にお渡
し致しました。 

 ロータリー手帳が届きました。申し込みをされた
10名の方にお渡し致します。請求書にて価格
が決定次第お知らせいたしますので、現金で
のご準備をお願いいいたします。 

 本日例会終了後５月度の理事・役員会を開催
致します。理事・役員の皆様はお残りください。 

時に先輩から起業する話を聞きました。日本で飲
食店を起業したいというお話でした。起業するまで
には予想より、やることが多く失敗するリスクも高い
というお話でした。リスクが高い分リターンも多いの
で、起業を目指す私としては今の市場をよく観察し
ビジネスチャンスを見つけたいと思います。 

2 



津久井誠二君 

荒井昌一君 今般、私の健康管理の不注意
により、入院を強いられるこ
とになり、今年度内の出席は
無理になってしまい皆様方に
は大変ご迷惑をおかけ致しま
して申し訳ございません。 

秋葉秀樹君 黒磯高校インターアクトクラ
ブの皆様、黒磯ロータリーク
ラブへ、ようこそ。本日卓話
よろしくお願いします。 

 社会奉仕委員長 室井次男君 

 社会奉仕委員会からの連絡でございます。水質
調査の件ですが6月17日土曜日から翌日日曜に
かけて、ということで変更致しまして参加希望をお
願いしたのですが、回覧が終わっていないこともあ 

 皆様今日は、本年度2500地区インターアクト委
員に出向しております秋葉でございます。本日は
青少年月間ということで黒磯高等学校インターアク
トクラブをお迎えして活動報告を承りたいと思いま
す。それでは宜しくお願いします。 

 ＲＩ第２５５０地区インターアクト 
委員 秋葉秀樹君 

• 優勝は秋間忍さん 
• 準優勝は戸野俊介さん 
• 3位は和気勝利さんでした 
  定款細則委員 佐藤博君 

 ご案内の通り本日例会終了後、定款細則委員
会を行いたいと思います。委員の方はお残り頂き
たいと思います。念のため名前を申し上げたいと
思います。黒澤洋一君、鈴木久雄君、髙木慶一
君、田中徹君、時庭稔君、月江寛智君と私、7人
でございます。宜しくお願いします。以上でござい
ます。 

 会計 鳥居輝一君 

 会計から引落のご案内でございます。5月22日
に引き落としさせて頂きます。第2550地区ゴルフ
参加費5,000円、ゴルフに参加された方のみでご
ざいます。以上ご案内申し上げました。 

り、非常に残念ながら都合のつく方が少ない現状
です。もう一度回覧しますので宜しくお願い申し上
げます。 

 黒磯高校インターアクトクラブ 
顧問 須藤亜希子様 

 平成２８年５月～平成２９年５月までの黒磯高校イ
ンターアクトクラブ活動を報告します。報告する生
徒は、木本 奈々（３年）、五味渕 里緒（３年）、原田 
希（３年）の３名。報告内容は以下の通りです。 3 



• ５月 第１４回高校生RYLAセミナー 
参加者がそれぞれ世界中の国々の代表の立場
に分かれ、模擬国連を行った。黒磯高校はフラ
ンスやアフリカの貧しい国など３つのグループに
分かれて行った。他の国との話し合いがうまくい
かず難しかったが良い経験となった。 

• ６月 黒磯駅前キャンドルナイト 
「エコ」というテーマでキャンドルを作製、展示し
た。昨年の「昭和」というテーマで作ったキャンド
ルを再利用し、部員一人一人がイラストを書い
た。 

• ８月 年次大会 
國學院栃木高校で行われた年次大会に参加し
た。いくつかの項目から選び体験活動を行うこと
ができ、黒磯高校は藍染めを体験した。 

• １１月 那須塩原市民マラソン 
記録証の発行を行った。ノートパソコンのテン
キーでゴールしたランナーのゼッケン番号を打
ち込み、発行された記録証を手渡しした。 

• １２月 黒磯駅前キャンドルナイト 
「黒磯駅130周年」というテーマでキャンドルを作
製、展示した。 

• １２月 寿山荘訪問 
黒磯高校インターアクトクラブの他に、箏曲部、
吹奏楽部、家庭クラブと共に那須町にある老人
ホーム寿山荘を訪問した。手作りのクリスマス
カードをプレゼントした。 4 



＜平成２９年＞ 
• ３月 台湾研修 

木本 奈々（３年）、五味渕 里緒（３年）、原田 
希（３年）の３名が参加した。映画「千と千尋の
神隠し」の舞台にもなった九份や烏山頭ダム、
故宮博物院南院などを訪れ、台湾の歴史や文
化を学ぶことができた。また、陽子中学校を訪
問し、現地の高校生との交流を図った。 

 

• ４月 足尾植樹 
足尾銅山の植樹活動に参加した。毎年楽しみ
にしている活動の一つである。千段ほどの階段
を上り、植樹した。天気も良く、気持ちよく活動
することができた。 

• ５月 グリーンコンサート 
黒磯文化会館で行われた、黒磯高校吹奏楽部と
合唱部主催のグリーンコンサートにて、インターア
クトクラブの活動内容をまとめた模造紙を会館ロ
ビーに展示した。また、ペットボトルキャップ回収
の箱や募金箱を段ボールやペットボトルを利用し
て作製し、来場者に呼びかけを行った。 
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次回例会        平成29年5月24日     担当 クラブ協議会 

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 

5月17日欠席(敬称略) 
荒井昌一・遠藤清和・大森貞男・小野安正 
吉光寺政雄・鈴木隆子・瀬尾紀夫・檜山達郎 
深町彰 

前回 5月10日分メークアップ(敬称略) 
秋間忍・荒井昌一・植竹一裕・大島三千三 
相馬征志・髙木慶一・津久井誠二・鳥居輝一 
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 6 
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