
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 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-34 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   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2778回 村山年度 第44回 会報 2017 6-7 司会 安藤譲治君 

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  大森貞男君 （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 6月 7日 38(5) 31(4) 7(1) 83.8% 

前回 5月31日 38(5) 30(3) 8(2) 83.3% 4人 94.4% 

 皆様、今日は。本日は6月最初の例会ですので、
恒例のRI月間地区行事についてお話しいたします。
今月は「ロータリー親睦活動」です。ここでいう親睦
活動とは、共通の趣味、関心事項、スポーツ、職業
をもつロータリー会員の集まり、つまりグループを結
成し活動することを意味しています。勿論、黒磯ク
ラブ内の親睦行事もその一つではありますが、クラ
ブ、地区、国を越えた末永い交流と友情を築くこと
を目的にグループ活動をすることを推奨するもので
す。 
 これにより世界中で新しい友人をつくり、奉仕の
機会を探求することで、ロータリーの経験をさらに
充実したものにします。そして、ロータリーの公共イ
メージとブランド力を高め、新しい会員を集めたり、
現会員がロータリーで活動を続ける理由となります。
従って、この「ロータリー親睦活動グループ」のメン
バーとなれるのは、ロータリアンとその家族及び国
際ロータリーまたはロータリー財団のプログラム参
加者と元参加者です。その運営は、国際ロータリー
とは独立して行われ、独自の規定、会費、管理体
制をもちます。 
 こう話しますとなかなか大変そうに思えますが、既
に多くのカテゴリーでグループが立ち上がっており
ますので、そこに加入することは比較的簡単にでき 

ると思います。もうすでに何らかのグループに加入
されている方は、いらっしゃいますか？私はしてお
りませんが、実はこのような親睦グループがあること
を承知していませんでした。本日の、原稿を書くた
めにリソースを読んで初めて知ったところです。ち
なみに少し紹介させていただきますと、音楽、ス
ポーツ、文化は大体ございます。変わったところで
は、「系図学者」、「住まい交換」、「キャラバン式旅
行」等々、世界中100前後のグループが既に組織
され活動しているようです。 
 RI,地区、クラブといった組織活動が重要であるこ
とに異論はありせんが、一方で、ご自分の趣味や
関心事を題材に世界中に活動の場を拡げることも、
それはそれで結構大変なことではありますが、一興
ではないでしょうか。会報に現在立ち上がっている
グループを掲載いたしますので、どなたかトライし
てみてはいかがでしょうか。以上、本日は今月のRI
月間行事「ロータリー親睦活動」についてご紹介い
たしました。 
 本日の卓話は親睦委員会の担当で、この後今年
度の活動報告等がなされると思いますが、様々な
企画催し等大変お世話になりましたこと、心から感
謝申し上げます。そして、会員並びにご家族の皆
様のご支援ご協力に対しまして、厚くお礼申し上げ
本日のご挨拶といたします。  
【ロータリー親睦グループ紹介】 
 ロータリー親睦活動グループ 関心のある末尾記
載のグループが見つかったら、グループのウェブ
サイトを訪れて、担当者に連絡してみましょう。 

第44回幹事報告です。 
 ガバナー事務所より次年度会長・幹事宛で全

国インターアクト研究会 会長・幹事顧問会議
開催の案内が届きました。髙木茂次年度会長
にお渡ししました。 
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 NPO法人 「抜苦ねっと」より医療に関する無料
講師派遣のお知らせです。稲垣政一次年度幹
事にお渡ししました。 

 新旧委員長引継ぎ会を6月14日（水）18：00より、
石山で開催致します。委員長が出席できない
場合は、副委員長の出席手配をお願い致しま
す。 

 本日例会終了後、６月度理事・役員会を開催
致します。理事・役員の皆様はお残り下さい。 

誕生祝、結婚祝 
吉光寺政雄 親睦委員長 

 6月の誕生祝は
遠藤清和君、澤
田吉夫君、室井
次男君です。 6
月の結婚祝は石
山桂子君、佐藤
博君、津久井誠
二君、時庭稔君、
藤﨑善隆君です。 

室井次男君（欠席 遠藤清和君 澤田吉夫君） 

津久井誠二君 石山桂子君 佐藤博君 時庭稔君、藤﨑善隆君 

 誕生祝い 

 結婚祝い 

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。 

 吉光寺政雄君 

 髙木茂年度クラブ奉仕委員長としてご案内申し
上げます。6月22日（木）こちら石山様にて午後6時
より、クラブ奉仕委員会の合同炉辺会議を開催致
します。11委員会の委員長様、どうしても無理な場
合には、副委員長様にご出席いただいて、次年度
髙木茂会長方針を踏まえて事業計画作成を頂け
ればと思います。 

 戸野俊介君 

 6月10日(土）自
転車ロードレース
「那須塩原クリテリ
ウム」11日（日）「那
須ロードレース」が
那須塩原駅前、那
須町役場前にて
開催されます。 

お時間のある方は会場にお越しください。 
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親睦委員会委員長 
吉光寺政雄君 

室井次男君 

津久井誠二君 結婚祝ありがとうございま
す。 

石 山 桂 子 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

時 庭 稔 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

佐 藤 博 君 結婚祝ありがとうございま
す。 

室 井 次 男 君 誕生祝ありがとうございま
す。 

鈴 木 久 雄 君 ノルマの為 

植 竹 一 裕 君 明日より社員旅行で命の洗
濯してきます。 

 親睦委員長の吉光寺です。今年の親睦委員会
は、副委員長に豊田さん、委員に佐藤さん、遠藤
さん、大島さん、戸野さんの計6名で活動してきま
した。ベテランから新しい方とバランス良くメンバー
を配置して頂きました。 
 本日の卓話では前段で私から親睦委員会の行
事、観月会、クリスマス会、新年会の収支報告を簡
単にさせて頂いてから、当委員会メンバーの戸野
弁護士から最近の法律事情などお話し頂きます。 
 まず、観月会からお話しさせて頂きます。昨年の
10/5私どもの八州会館にて開催しました。収入は
クラブより343,200円、支出は279,000円となり、差 

引64,200円を次回のクリスマス会に繰り越しました。
クリスマス会ではりんどう湖ロイヤルホテル様でお
世話になりまして、収入が1,034,600円、支出が
962,445円で72,155円の余剰金が発生し、新年会
へ繰越ました。新年会は、こちら石山さんでお世
話になりまして、610,555円の収入に対して、
528,000円の支出で82,555円の余剰金が発生し、
クラブの会計へ戻しました。 
 会員の皆様、奥様ご家族の参加、ご負担を頂き
ながら、全3回の行事、すべて黒字で行うことがで
きました。この場を借りて、皆様ご家族へ御礼を申
し上げます。 
 また、結婚誕生祝いとして、植竹幹事よりお米を
提供頂きました。 
 私が思いますに、親睦行事、飲みニケーション
は大切だと思います。次年度親睦委員会におか
れましても、より良い親睦行事を企画頂ければと思
います。私からは以上です。 

 戸野俊介君 

ＮＨＫ受信料問題 
 
人々は、ＮＨＫに対して受信料を支払う義務があ
る 
 ←これは不正確 
放送法６４条 
 協会の放送を受信することのできる受信設備を
設置した者は、協会とその放送の受信についての
契約をしなければならない。 
 
放送法が定めているのは、あくまで契約を締結す
る義務であり、受信料を支払う義務が法律で定め
られているわけではない。 
 
では、どのような人が契約の締結を義務づけられ
ているのか 
 →もう一度放送法６４条の条文に戻ると 
  「放送を受信することのできる受信設備を設置
した者」には契約締結の義務があるとされる。 
  （一応、例外あり。生活保護受給者、非課税の
障碍者の方、社会福祉事業者や学校など） 
 →幅のある表現をしている。ストレートに「ＮＨＫ
を観ている人」とは言わない。 
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この条文を巡っていろいろな問題が生じている。 
たとえば、「放送を受信することのできる受信設備」
にワンセグが利用できる機器は含まれるのか。ワン
セグケータイ、ワンセグ内蔵の車とか。 
  →これは入ると解釈されている。 
では、「受信設備を設置」したと言えるのか。ワンセ
グケータイは持ち歩くものであるし、車も移動可能。 
 →これについては、裁判所でも判断が分かれて
いる。 
 
去年の平成２８年８月にさいたま地裁で、ワンセグ
ケータイは、受信設備の「設置」にあたらないとの
判断。 
 この判断の根拠は、放送法が「設置」という用語
と「携帯」という用語を使い分けており、ワンセグ
ケータイの使用を「設置」という文言に含めるのに
は、無理があるという判断。 
 
 ところが、今年の５月に水戸地裁で、ワンセグ
ケータイは、受信設備の「設置」にあたるとの判断
が出た。 
 「設置」は「放送を受信することのできる受信設備
を使用できる状態におくことをいう」と指摘。「一般
的にいう『携帯』の概念をも包含すると解するのが
相当」として、契約義務があるとした。 
 
ふたつの判断の違いは、さいたま地裁は、法律の
文言や立てつけに着目して、放送法が「設置」とい
う言葉にワンセグケータイの利用が入ることを予定
しているかを判断する一方 
水戸地裁は、放送法６４条の趣旨目的に照らして、
「設置」という文言を、目的に沿うように、かなり広く
意味づけした点にあると考えられる。 
どちらの考え方も、法律の解釈としてよく使われる
手法ではある。 
このように、「設置」という文言ひとつで裁判所の判
断が分かれる。 
 
この「設置」を巡って、別の問題も生じている。 
テレビ付賃貸物件の場合に、契約者は入居者か、
オーナーかということが争われたのです。 
 これについて、東京地裁は、あくまでテレビを設
置したのはオーナーであるからオーナーが支払う
べきという判断を下していました。 
 しかし、東京高裁はこの判断を覆し、入居者にし
ました。判断の内容は詳しくは公表されていない
のですが、「設置した者」には、占有使用している
者も含まれることから、入居者に支払い義務がある
との判断をしたようなのです。 
 
ＮＨＫの契約締結をめぐる裁判所の判断は、地方
裁判所同士、または上級審、下級審でも判断が分
かれる難しい問題をはらんでいる 
 

受信料をめぐっては、最近ではホテルの受信料問
題も話題になっている。 
東横インｖｓＮＨＫの裁判 
事案を簡単に説明すると、かつて東横インはＮＨ
Ｋとの間で一定数の部屋について契約を結ぶこと
で、他の部屋については受信料を支払わない合
意をしていたのですが、結局ＮＨＫが全部屋分の
受信料を請求してきた。 
 東京地裁は、放送法が、法律で定められた特別
な場合でなければ、受信料を免除しない規定をし
ていることから、この東横インとＮＨＫの免除の合
意を無効と判断し、すべての部屋について受信料
の支払いをするように、東横インに命じた。 
 
 確かに放送法は、受信料の免除について、限定
的な規定の仕方をしている。（この免除される特別
な場合というのは、さっきも少しふれた生活保護者
とか学校の場合。） 
  →受信料の免除が限定的な場合に限られてい
るのは、受信料は、公共放送を支えるために必要
であることから、特殊な負担金の性質を有しており、
公平かつ安定的な徴収が強く要請されるからとさ
れている。 
 
この判断には、東横イン側から控訴がされている。 
今後の、高裁・最高裁の判断を待ちたい。 
普段何気なく利用しているサービスも法律からひ
も解くと新たな発見があるかも。 

4 



次回例会        平成29年6月14日     担当 次年度 会長・幹事 
 

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 

6月7日欠席(敬称略) 
秋葉秀樹・荒井昌一・深町彰・豊田哲司 
澤田吉夫・遠藤清和・小野安正 

前回 5月31日分メークアップ(敬称略) 
荒井昌一・大島三千三・髙木茂・室井次男 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

4WD車 http://rotary4x4.org.za
アマチュア無線 www.ifroar.org
アンティーク自動車 www.achafr.eu
作家と著者 www.linkedin.com/grp/home?gid=4860168
ビール www.rotarybrew.org
バードウォッチング www.ifbr.org
カヌー http://sites.google.com/site/canoeingrotarians
キャラバン式旅行 www.rotarianscaravanning.org.uk
チェス www3.sympatico.ca/brian.clark
コンピューター http://www.icufr.org/
料理 www.rotariangourmet.com
大会参加者 www.conventiongoers.org
企業の社会的責任（CSR） http://www.csr-rotarianfellowship.org/
クリケット www.rotarycricket.org
クルージング www.facebook.com/groups/cruisingrotariansfellowship/
カーリング www.curlingrotarians.com
サイクリング www.cycling2serve.org
医師 https://www.rotary-site.org/health-professionals
人形 www.rotarydlf.org
クラブ http://rotarianseclubfellowship.org/
編集・出版 www.facebook.com/groups/IFREP/
教育者 www.rotarianeducators.org
環境 www.envirorotarians.org
エスペラント語 http://radesperanto.monsite-orange.fr/index.html
釣り www.facebook.com/groups/InternationalFellowshipofFis hingRotarians/
飛行 www.iffr.org
碁 www.gpfr.jp
ゴルフ www.igfr-international.com
住まい交換 www.rotarianhomeexchange.com
名誉領事 kappenberger@gmail.com
乗馬 franz.gillieron@highspeed.ch
インターネット www.roti.org
インターネット https://www.linkedin.com/groups/6528431/profile
倫理に関する www.facebook.com/groups/1133950666630100/
ジャズ www.rotaryjazz.com
ウィスキー www.whiskeydram.org
退役軍人 http://rotarianveterans.org/
ラテン文化 ttps://www.facebook.com/RotariosLatinos/?f ref=ts
弁護士 www.rotarianlawyersfellowship.org
手品 www.rotarianmagician.org
マグナグラエシア www.fellowshipmagnagraecia.org
マラソン www.rotarianrun.org
バイク www.ifmr.org
音楽 www.ifrm.org
希少古本 www.rotaryoldbooks.org
パストガバナー www.pdgsfellowship.org
写真 www.facebook.com/groups/IFRP1/
警察 www.polepfr.org
コロンブス到来以前の文明 jaime.jimenez.castro@gmail.com
キルト・織物手芸 www.rotariansquilt.org
鉄道 www.ifrr.info
キャンピングカー www.rvfrinternational.com/home.html
ロータリー歴史 www.rghfhome.org
ロータリー伝統 www.rhhif.org
ビジネス www.rotarymeansbusiness.com
ロータリー襟ピン www.facebook.com/RotaryonPinsFellowship E
ロータリーの切手 www.rotaryonstamps.org
ボート（ローイング） http://www.iforr.org
スカウト www.ifsr-net.org
スキューバダイビング www.ifrsd.org
射撃スポーツ www.shootingsportrotarians.org
シングルス www.rsfinternational.net
スキー www.isfrski.org
ソーシャルネットワーク www.rosnf.net
テニス www.itfr.org
品質管理 www.rotarytqm.it
旅行と歓待 www.ithf.org
健康とフィットネス kappenberger@gmail.com
ワイン www.rotarywine.net
ヨット www.iyfr.net
卓球愛好家 ww.facebook.com/Table-Tennis-Fellowshipof-Rotarians-1130180430367736/
チェッカーゲ boyebade@hotmail.com
ボーリング http://www.rotariansbowling.org/
系図学者 https://www
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