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第2780回 村山年度 第46回 会報 2017 6-21 司会 小野安正君 

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  藤﨑善隆君 （出席規定の免除会員数6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21日 38(6) 31(3) 7(3) 88.6% 

前回 6月14日 38(6) 29(2) 9(4) 85.3% 3人 94.1% 

米山記念奨学生 蘇呈歡君   

 皆様、今日は。先週の17日（土）から18日（日）に
かけて、社会奉仕委員会のお計らいで、恒例の那
珂川水質調査に行ってまいりました。室井次男社
会奉仕委員長はじめ、相馬征志さん、鳥居輝一さ
ん、鈴木久雄さん、時庭 稔さん、鈴木隆子さん
（次年度社会奉仕委員長）には大変お世話になり
有難うございました。検査結果については後日室
井委員長から報告があると思いますが、現場に
行った感覚では、源流部の自然環境はいささかも
変わったところはなく、従って、水質も大きな変化
はないと思われます。 
 ところで、皆様インディー500マイルレースはご存 

でしょうか。先頃行われた同レースで日本人の佐
藤琢磨さんが見事に優勝しました。日本ではあまり
報道されませんでしたが、自動車王国アメリカを代
表するレースです。ここで日本人が優勝するなん
てことは、ゴルフで言えば、年間グランドスラムを達
成するくらいの価値があると思っています。日本で
はどちらかというとヨーロッパのF1レースが人気で
す。かつて本田技研がアイルトン・セナを擁して一
大旋風を巻き起こしました。実は、佐藤琢磨さんも
若い時にF1レースに参戦していました。3位が1回
でなかなか思った成績は挙げられませんでしたが、
デビュー当時は物凄く期待されて、優勝も可能だ
と言われてました。 
 レースに使用される車両は、我々が普段運転し
ているものとは全く別物で、レースごとに組み立て
られ、天候やコースといった環境への対応、パワー
ユニットの弛まぬ改善等その都度セットアップを重
ね、走り方も使用タイヤの制限があり、単純に早く
走ればいいというものではありません。 
 優勝したインディー500マイルレースは、最高時
速が380ｋｍ以上でます。コースは楕円形のオーバ
ルコースで、見た目は単純ですが、選手からすると
バンクのあるコーナリングは一瞬の油断もできない
そうです。ちょっとしたタイミングのずれと、先行車
両が引き起こす空気の乱れによりあっという間にコ
ントロール不能になってしまうとのことです。ですか
ら、一度のレースで大事故が何回も発生します。
今回も車両がフェンスに激突し、後続車が巻き込
まれ車体が真二つになる事故がありました。幸い
選手は無事でしたが、今でこそライフガード機能が
施されて、命を失う選手は少なくなりましたが、か
つてのインディーレースでは多くの選手が犠牲に
なりました。 
 また、先週はフランスで毎年行われるル・マン24
時間耐久レースが行われました。トヨタ自動車の
チームがポールポジションを獲得し本番に臨みま 
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したが、残念ながら総合9位にとどまりました。優勝
はポルシェチームで3連覇を果たしました。ルマン
でのポルシェの強さは圧倒的です。ちなみに、か
つてマツダがロータリーエンジンでこのレースを制
したことがありました。日本車の優勝はこれが最初
で最後です。ですから、ヨーロッパでは今でもマツ
ダに対する評価が高い訳です。ただ、ドライバー
は日本人ではありませんでした。 
 何れにしても、エンジンを作る技術は世界を席巻
してきましたが、ドライーバーとして日本人が優勝
することはありませんでした。しかもアメリカの最高
峰のレースで優勝するとは！凄すぎる！ 
 ところで、松山英樹選手の全米オープンゴルフ
選手権第2位、惜しかった。悔しかったですね。日
本での男子プロゴルフ界は、松山選手の海外での
活躍とは裏腹に、最近はあまり人気がないようです。
試合数もめっきり減り、優勝賞金額もかつてに比
べるとずいぶん減額しているようです。一方、女子
プロゴルフは大人気です。振り返ってみれば、樋
口久子さんは、全米女子プロ選手権で優勝してい
ます。岡本綾子さんも全米年間賞金女王になって
います。樋口さんも岡本さんも、世界ゴルフの殿堂
入りまでしています。男子プロは？アメリカのメ
ジャー大会で個人優勝した方はいません。1957年
霞ｹ関CCで行われたカナダカップで、中村寅吉さ
んと小野光一さんのペアがサム・スニードペアを下
し団体優勝しただけです。その中村さんは、樋口
さんを育て、樋口さんは今日の女子プロツアー隆
盛の基礎となる、ジュニア育成に力を注ぎました。
そして、宮里 藍ちゃんや横峯さくらちゃんなど人
気選手の輩出と相まって、スポンサー企業の開拓、
選手のメディア対応指導等々、まさに日本女子プ
ロツアーの立役者です。結果としてみれば、男子
プロツアーにはこのような人材がいなかったという
ことなのでしょうか。 
 そんな中で松山選手が出てきました。彼に続く若
手選手がどんどん出て、日本であろうが、アメリカ
であろうが勝ちまくって欲しいものです。 
 追伸、テニスの錦織選手も頑張れ！以上、取り
留めない話になってしまいましたが、以上で本日
のご挨拶といたします。ご清聴有難うございました。 

 那須塩原市国際交流協会より、7月15日に開催
される「那須塩原市・リンツ市姉妹都市提携1周
年記念 フェリークス・デューックマン木版画展」
オープニングセレモニー出席依頼が届きました。
次年度の活動となるため、平山博次年度国際
奉仕委員長にお渡し致しました。 

 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より、第12
回那須塩原ハーフマラソン実行委員会の開催
の案内が届きました。7月6日に開催されますの
で、鈴木隆子次年度社会奉仕委員長にお渡し
しました。 

 那須塩原市国際交流協会より「平家物語 那須
与一の段」上演案内とチーズ作り体験募集が届
きました。現在回覧しております。 

第46回幹事報告です。 

 蘇 呈歡君 挨拶 

 みなさん、こんにちは。先月、私は約一週間マ
レーシアに戻りました。簡単にマレーシアの話しを
させていただきます。まず、家の変化ですね。今、
兄はシンガポールで働いています。週末しか家に
戻りません。弟は台湾の大学を通っています。兄
弟がいない家の状況を初めて見ました。従来、食
事用の大きいテープルはもう使われていない状態
です。両親はキッチンの小さいテープルで食事を
しています。人がいない家の風景を見たら、かなり
寂しいと感じました。 
 今回、兄の誘いで家族四人と兄の彼女、合計五
人で二日間マラッカヘ旅行しに行きました。家族旅
行は何年ぶりか忘れましたが、今回本当に楽し
かったです。いとこのお兄さんの結婚式にも参加し
ました。そこで、お祖父さん、お祖母さんなどの親
戚と会いました。兄はよく親戚にいつ結婚するかと
聞かれました。私もよく彼女いるかどうかと聞かれま
した。やはり、二十代後半に入ると、彼女いるかどう
か、いつ結婚するかなどがよく聞かれますね。私は、
良い人と出会ったら、後悔しないように頑張ってい
きたいです。 
 マレーシアに戻った間に、私と一緒に農業をした
い社長さんと今後の進路を相談しました。この社長
さんは、車部品の小売販売事業をしています。彼
は今後会社の販売方式を変えたくてインターネット
を通じて販路を広げる考え方を話しました。彼は私
を雇ってこのプロジェクトを一緒にするつもりです。 
 近年、IT技術が速いスピードで発展しています。
これから、更に速いスピードで発展していくと言わ
れています。特にAI（人工知能）、IoTなどの技術で
す。IT技術の発展によって各業界が変化していま
す。このマレーシアの社長さんが、このことを気づ
いて自分の販売方法を変えようと思っていると私は
感じました。 
 最近収集した情報ですが、2030年代に自己運転
できる車が、量販できるようになると言われていま
す。そしてAI技術の発展によって将来約50％人間
の仕事がAI技術に代替されていくと言われていま 
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室井次男君 

藤 﨑 善 隆 君 遅れました（忘れました）
が結婚祝いありがとうござ
いました。 

大島三千三君 村山年度お疲れ様でした。 

髙 木  茂 君 次年度が迫ってきました。 

福 田 逸 男 君 村山年度エンジョイ・ロー
タリー感謝申し上げます。 

佐 藤  博 君 雨空を見上げて。 

鈴 木 隆 子 君 水質調査の水採取に参加し
ました。委員長の宣言通り、
最高のお天気で、とても素
晴らしい体験でした。 

戸 野 俊 介 君 娘が日に日に言葉を憶えて
います。来月2歳の誕生日で
す。 

 髙木茂年度幹事 稲垣政一君 

 次期幹事の稲垣です。すでに連絡済みですが、 

 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す。先週の土曜、
日曜と那珂川水質調査のため源流まで行ってきま
した。素晴らしい天気に恵まれて大変気持ちがよ
かったです。7名の方に参加頂き有難うございまし
た。 
 

す。例えば、会計、法務など仕事です。将来、農業
もIT技術の発展によって変わっていくではないか、
IT分野を注目すべきではないかと私は考えていま
す。 
 以上です。ご清聴ありがとうございます。 

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。 

 国際奉仕委員会委員長 大島三千三君 

 皆様今日は、年度も終わりに近づきましたので国
際奉仕委員会からご報告申し上げます。 
 タイへの消防自動車寄贈に関しては、那須塩原
市から1台を譲り受け、4月13日宇都宮ロータリーク
ラブへ既に運んでおります。宇都宮ロータリークラ
ブも市から3台譲り受けており、次年度合わせて4
台を手続きを経てタイの方へ送る予定となっており
ます。 
 宇都宮ロータリークラブはグローバル補助金を現
在申請中で、決定となりしだい事業を推進し、早く
て9月、11月までには寄贈の予定です。年度をま
たがってしまいますが、今後、進捗状況を逐次報
告いたします。 
 当クラブの援助については、宇都宮ロータリーク
ラブのグローバル補助金がスムーズに決定となる
と、当クラブは10万程度となる見込みです。ただ流
動的であり今後、皆様のご理解を得ながら進めて
いきますのでよろしくお願い致します。 

本日例会終了後、髙木茂年度第3回理事役員会を
開催しますので宜しくお願いします。 
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 植竹幹事退任挨拶 

 正確な日にちを覚えておりませんが、それが総て
の始まりが当時の村山次年度会長からの夕飯のお
誘いでした。皆さんご存知のように、黒磯チョン
ガーですので断る理由がありません。以前、村山
会長とお話しした時に、繁忙期に例会参加がまま
ならない為、中々幹事等のお役を受けられない話
をしており理解されていたと思っておりましたから、
まさか幹事就任を依頼されるとは思っておりません
でした。心のどこかに「もしかしたら」とは思いました
が・・・。それでも、ご指名いただいた事は名誉な事
で、素直にその場で受けさせていただきました。そ
の事に後悔はなく、会長の手足となって一年を全う
しようと心に誓いました。 
 まずは形から入ろうと思い、会長が常に例会の時
はスーツ・ネクタイ着用されておりましたので、この
一年間夏場も含めてスーツ・ネクタイを着用する事
にしました。日頃作業着で過ごしておりますので、
自分の首を絞めるネクタイは苦手で、会社員時代
から殆どノータイを通しておりました。この姿には
中々慣れるものではありませんね。来週までは続け
ていく所存です。 
 この一年間幹事として全う出来ているのは、会員
の皆様全員のフォローをいただきこの一年を過ご
す事が出来たと思っております。 
大変お世話になりました。 
 一番大切な事は、会長の手足として全うする縁の
下の力持ちとなり、自由に会長に動いてもらう事が
目標でしたが、結局は周囲の皆様も含めて大変な
ご迷惑をおかけしたと深く反省している次第です。 
 例会次第では、お客様のご紹介・君が代斉唱・
親睦委員会の結婚誕生祝い等々。SAAの皆様か
ら誤りをご指摘いただき、何度訂正の次第を送った
事か・・・。理事・役員会次第では次月例会スケ
ジュール確認漏れ・・・。次第・議事録については、
全て会長に添削いただき提出しておりました。本末
転倒、幹事の縁の下の力持ちが会長になってしま
いました。ガバナー事務所に対し、寄付金等の支
払い遅れや、2550地区委員会会議出席連絡の遅
延・・・。 
 皆勤しなければならない例会を欠席した時に、幹
事の補助をして下さいました秋葉・稲垣両副幹事、
例会次第の誤りを指摘して下さったSAAの皆様、
理事・役員の皆様、事務局員の嶋中さん、本来な
らば、私がフォローしなければならないところを、細
かくフォロー下さった村山会長、出来の悪い幹事を
お助け下さりひたすら感謝の一言です。 
 私なりに幹事として、皆さんにお伝えしなければ
ならない、理事・役員会報告と幹事報告の事をお
話し致します。報告事項ですので簡潔にお伝えす
ればいいのですが、出来るだけ皆様に分かりやす
くお伝えしたくて、紋切り調を控え、内容説明を踏 

会長幹事退任挨拶 

 村山会長退任挨拶 

今年度の会長方針は、例会の充実、職業奉仕を
中心とした奉仕活動の充実を掲げ、その結果とし
て会員増強実質2名の達成を目標としました。 
 
【クラブ奉仕委員会】では、会員並びにその家族の
相互親睦を図ること。行ってみたくなる例会作り。
会員増強につながる委員会活動をお願いしたとこ
ろです。 
⃝ 相互親睦については、親睦委員会を中心に観

月会、クリスマス家族会、新年会、お花見などを
開催し、限られた予算の中で充実した内容だっ
たと思われます。 

⃝ 例会の充実については、魅力ある外来卓話者
の招へいということで次の通り実施いたしました。 

• 2016.7.27 ヴァジャラァジャ アジャラ ビジィ
（ネパール）様 

• 2016.9.7 飯村悟様、熊本勇治様（宇都宮
ロータリークラブ） 

• 2016.9.14 秋元義彦様（株式会社パン・アキ
モト代表取締役） 

• 2016.9.28 佐藤俊子様（那須塩原市健康増
進課主査） 

• 2016.10.18 伊藤麻理様（一級建築事務所
UAO代表取締役）大島彰様（那須塩原市都
市整備課主査） 

• 2017.2.1 第2550地区国際奉仕委員長 戸塚 
守様（足利東ロータリークラブ） 

• 2017.4.5 實寿夫様（とちぎボランティアネット
ワーク フードバンク大田原） 

• 2017.5.17 黒磯高等学校インターアクト部 
• 2017.5.31 2013-14年度PG 飯村慎一様（足

利わたらせロータリークラブ）フロレンティー
ネ・ロンニガー様（那須塩原市国際交流員：
オーストリア） 

 また、例会の記録である会報については、開催
週末には完成・配信がほぼ完ぺきになされ、クラブ
ホームページにも逐次掲載するなど、広報活動に
も貢献していただきました。 
⃝ 会員増強につながる委員会活動については、

それぞれの委員会にてお骨折りいただきました
が、結果として会員の増強にはいたらず、その
方法等については少し検討が必要と思われま
す。 

⃝ 本年は規定審議会の開催によりRI定款・細則が
大幅に改正されたことに伴い、クラブ定款・細則 

まえながらお話ししたつもりです。人に伝えるという
事は、相手の立場を理解した上で話す事が必要と
考え努力致しましたが、逆にお聞き苦しかったのな
ら、改めてお詫びいたします。 
 来週が残っております。あと一回ダメ幹事にお付
き合い下さい。 
 よろしくお願いいたします。 
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次回例会           平成29年6月28日       担当 退任挨拶 
 

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21日欠席(敬称略) 
時庭稔・荒井昌一・深町彰・大森貞男 
檜山達郎・秋間忍 

前回 6月14日分メークアップ(敬称略) 
平山博・和気勝利・瀬尾紀夫 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

の改正を行いました。例会の開催・入会金等に
ついては現行通りで変更しませんでしたが、次
年度に向けて改めて検討することとしました。併
せて、職業分類表の改定を行いました。 

⃝ その他、年間プログラム編成の充実、スマイル
ボックスの目標達成等、各委員会のご協力によ
り何とかクラブ奉仕活動を務めさせていただきま
したこと、心から感謝申し上げ ます。 

【職業奉仕委員会】 
りんどう湖ロイヤルホテル様のご協力により、職場
訪問を行いベッドメイキング、厨房見学等、普段あ
まり見られない作業を見学させていただきました。 
【社会奉仕委員会】 
地域社会への奉仕活動として 
・ふれあい広場への出店及び寄付 
・那須野巻狩まつりへの協力 
・足尾植樹祭への参加 
・那珂川水質調査の実施 
・地元ボランティア団体への活動支援金 
・その他各種団体への支援金 

【青少年奉仕委員会】 
・インターアクト活動支援 
・高校生RYLAセミナー参加支援 
・インターアクト足尾植樹参加支援 
・インターアクト台湾研修支援 

【国際奉仕委員会】 
・消防ポンプ自動車のタイ国寄贈手配 

【ロータリー財団委員会】 
・150ドル/1人寄付 
・ベネファクター（恒久金）提供：澤田吉夫君 
・新地区補助金(2016-17年度) 

那須塩原みるふぃカップジュニアテニストーナメント 
 〇優勝カップ×8カテゴリー各×１ 
 〇準優勝カップ×8カテゴリー各×１ 
 〇第3位カップ×8カテゴリー各×１ 
 〇事業費371,520円 
・新地区補助金申請（2017-18年度） 

那須塩原市ホースガーデン子供用乗馬ヘルメット
寄贈 
 〇寄贈ヘルメット数×20個 
 〇事業費300,000円 
 

 【ロータリー米山記念奨学会委員会】 
・18,000円/1人寄付 
・奨学生：蘇 呈歡 君（2年間） 
・カウンセラー：秋間 忍君 
【会場監督】 
・円滑な例会運営 
・外来者への対応 
・無断欠席防止による経費節減 
【会計】 
・適切な資金管理と財務の健全性確保 
 
以上、2016-17年度における主な活動内容につい
て振り返らせていただきました、皆様のご支援ご協
力を心から感謝申し上げ、会長卓話といたします。 
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