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第2781回 村山年度 第47回 会報 2017 6-29 司会 石山桂子君 

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28日 37(6) 32(4) 5(2) 91.4% 

前回 6月21日 37(6) 31(3) 6(3) 88.6% 2人 97.1% 

 皆様、今晩は。いよいよ最終例会を迎えることに
なりました。1年間拙い会長挨拶にお付き合いいた
だき有難うございました。本日が最後ですので、
少々ご辛抱ください。 
 さて、先の日曜日に福島県北塩原村にある雄国
沼に行ってまいりました。お目当ての日光キスゲの
群生は少し開花が遅れていましたが、れんげツツ
ジやワタスゲなど多くの草花が雄大な湿原の中に
輝いておりました。相馬征志様のお取り計らいで、
素晴らしい1日を過ごさせていただきました。本当
に有難うございました。また、この秋にも企画してく
ださるとのことですので、お時間のある方は是非参
加されてはいかがでしょうか。寿命が延びます。 
 また、一昨日は髙木慶一第1グループガバナー
補佐のお世話により、第1グループ会長幹事会が
開催され、新旧ガバナー補佐並びに会長幹事が
一同に会し、2016-17年度の各クラブの活動報告、
2017-18年度の活動方針、引き継ぎ事項等を確認
しました。その後の懇親会も大いに盛り上がり、親
睦の大切さを改めて認識した次第です。ちなみに、
第1グループの新ガバナー補佐並びに新会長幹
事は、次の通りですのでご紹介いたします。（敬称
略） 

クラブ名 会長 幹事 
ガバナー
補佐 

大田原 小西久美子 奈良 靖久   

大田原中央 花塚  明 川永 作衛   

西那須野 小出 文雄 久保 世一 佐藤 正一 

黒羽 吉成 慶司 坂本  瞭   

塩原 薄井 孝男 菊地  悟   

那須 金澤 精一 大道 喜之   

黒磯 髙木  茂 稲垣 政一   

 この後の卓話はガバナー補佐及び3役の退任挨
拶ということでございますので、開会のご挨拶は以
上とさせていただきます。ご清聴有難うございまし
た。 

第47回幹事報告です。 
 栃木いのちの電話より、寄付金依頼が届きまし

た。次年度の活動となりますので、稲垣政一次
年度幹事にお渡し致しました。 

 小山北ロータリークラブより、「下野古麻呂（しも
つけのこまろ）」の紹介DVDが届きました。稲垣
政一次年度幹事にお渡ししましたので、ご覧に 
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礒 勝 彦 様 村山丸お疲れさまでした。
髙木丸の順風満帆の航海を
お祈りします。 

植 竹 一 裕 君 1年間お世話になりました。 

なりたい方は、お声掛けしてください。 
一年間お世話になりました。 

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。 

 髙木茂年度会報委員会委員長 田中徹君 

次年度会報委員会よりお願いです。 
① 配信に付きアドレス確認メールをお送りいたし

ました。 まだ開封されておられない方がい
らっしゃいますので早々にご確認願います。 

② 会報掲載資料(卓話等)は特別な場合を除き
メール添付にて会報委員会にお送りください。
外来卓話につきましては担当委員長が確認の
上お送りください。 

 本年度会報委員会の３人のメンバーは現在作成
(編集)に使用しているパワーポイントには不慣れで
編集作業に手間取ることが予想されますので掲載
資料は速やかに提出して頂ければ幸いです。 
 田中 徹 teptt@beige.ocn.ne.jp 
 鳥居輝一 nimatsuf@aurora.ocn.ne.jp 
 藤崎義隆 jusyoku@tougakuin.or.jp 

 髙木茂年度出席委員会委員長 時庭稔君 

 次年度出席委員会委員長の時庭でございます。
報告させて頂きます。 
 出席免除者の件ですが、次年度 出席免除者
に大森貞男君、黒澤洋一君、佐藤博君、月江寛
智君、深町彰君、瀬尾紀夫君、檜山達郎君を理
事会に諮りますので宜しくお願いします。 

 髙木茂年度会場監督 和気勝利君 

 皆さんこんばんは来年度のことで大変恐縮なの
ですが、次年度SAAのことでお話しさせて頂きま
す。 
 次年度SAAを仰せつかっております和気でござ
います。例会欠席の連絡の件でお話しさせて頂き
ます。今年までは例会当日の9時30分までにFAX
またはメールで石山様に連絡となっていましたが、
食事が余ってしまうリスクをより回避するため、石山
様といろいろ案を練りましたところ、1日前に連絡
頂ければ、かなり違うということで、食事の大切さは
SAAとして謳っている所であり是非、皆様のご理解
を頂いて、食事を無駄にしないという理念のもとに
大変長い間の習慣で大変かと思いますが、来週
から、前の日の火曜日9時30分までに例会欠席の
方はFAXまたはメールで連絡ということで、髙木茂
年度用欠席用紙をレターボックスに入れて有りま
すので是非ご活用いただいて、来年度は食事の
余ることをゼロにしたいと思っております。なにとぞ
皆様のご支援ご協力を頂ければと思っております。 
 なお、この内容は先週の髙木年度の理事役員
会にて承認いただいておりますので加えてご報告
申し上げます。ご協力よろしくお願いします。 

室井次男君 
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嶋 中 恵 子 様 会員の皆様のおかげで2年間
がすぎました。来年度もよ
ろしくお願いします。 

IM実行委員会 IMの最終収支が決定しまし
た 。 余 剰 金 を ニ コ ニ コ
へ！！おくれましたがIMの
ご協力に感謝致します。 

村 山 茂 君 1年間ありがとうございまし
た。 

戸 野 俊 介 君 村山会長はじめ役員の皆様
お疲れ様でした。 

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。 

退任挨拶 

 植竹一裕幹事 

 黒磯クラブの皆様には、特にこの一年間お助け頂
きまして誠にありがとうございます。この例会を以っ
てひとつの区切りになるかと思います。 
 「袖すり合うも多生の縁」、「躓く石も縁の端」という
言葉がありますように、この一年間のガバナー補
佐・会長には、特に縁を感じる次第です。 
 高木慶一ガバナー補佐は、私がロータリー入会の
時の推薦人ですし、高木会長時代の幹事が現村山
会長であります。世の中って理屈だけでは語れない
縁がある事を強く感じた次第です。その思いが強く、
この一年間お二人にご迷惑をお掛けしないように気
合いを入れたのですが、結局は随分と助けられまし
た。 
 振り返ってみれば、背中を押して下さった皆様の
おかげで全うできたかと思います。次年度の一年間
は皆様への恩返しの一年と考え、特に稲垣次年度
幹事のお力になれるように頑張りたいと思います。 
 繰り返しになりますが、一年間本当にお世話にな
りました。心より御礼申し上げます。  

 村山 茂会長 

 あらためまして退任のご挨拶をさせていただきま
す。先ずは、人事についてですが、私が幹事を務
めさせていただいたのは、髙木慶一会長の時でご
ざいました。その時入会されたのが現在の植竹一
裕幹事で、よく何かのご縁と言いますが、まさにこ
のことを強く感じながらスタートしたことを記憶して
おります。しかも、髙木慶一様は第1グループのガ
バナー補佐というお立場になられるということでし
たので、これほど心強いことは他にございません。
ご縁で結ばれたチーム誕生という思いで、不安な
心を一掃できたように記憶しております。 

 髙木 茂副会長 

  

 それでは退任挨拶をさせて頂きます。村山会長
には、副会長としてお手伝いしなければならない所、 
就任する次年度会長職のことに時間や労を費やし、
ほとんど力にはなれませんでした。誠に申し訳ござ
いませんでした。本当に1年間ご苦労様でした。 
 また、皆様には、1年間何もできない副会長でした
が温かい目で見て頂き有難うございました。 
  

 高木慶一 第一グループガバナー補佐 
退任挨拶 

 一昨日6月26日第一グループ7クラブの新旧会長
幹事会を石山例会場で開催しました。総勢23名の
ご出席を頂き現会長さんから一年を振り返って頂
き挨拶を頂きました。その後次年度会長、幹事さん
から自己紹介を兼ねてご挨拶を頂きました。 
 この会議が第一グループの最後の公式行事で、
お蔭様で無事退任することができました。 
 ガバナー補佐には、スタッフがおりませんので、
さまざまことで黒磯ロータリークラブにお世話になら
なければなりません。2月12日のIMでも村山会長、
植竹幹事、鳥居実行委員長を初め会員の皆様に 

大変お世話になりありがとうございました。5月10日
の那須ゴルフ倶楽部での親睦ゴルフ大会にしても
和気実行委員長を初め大森会長のゴルフ愛好会
のみなさまにお世話になりありがとうございました。 
 7クラブへの補佐訪問そして栃木ガバナーとの公
式訪問、西那須野RCの45周年記念式典や前夜祭、
大田原RC大田原中央RC黒羽RC三クラブ合同例
会など思い出に残る楽しい充実した1年でした。改
めまして黒磯クラブの皆様にお礼申し上げ退任挨
拶といたします。ありがとうございました。  
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 このような中で最初の難関は、7月のガバナー公
式訪問でしたが、何といっても髙木慶一ガバナー
補佐を擁しておりますので、植竹一裕幹事には申
し訳ありませんが、大船に乗ったつもりで比較的余
裕がございました。 
 その次の問題は、例会の会長挨拶をどうするか。
毎週のことですので、これは結構大変です。しかも、
会報に掲載されますので、原稿を書かなくてはなり
ません。自分の趣味とか好きな事ならばと思いまし
たが、例えば好きなjazzのことを書こうとすると、こ
れが結構難しいんです。私は、余り曲名を覚えま 

せんし、jazz演奏の魅力は何といっても「間」です
ので、それを言葉でお伝えするのは非常に難しい。 
ですから、本日初めて触れさせていただきました。 
 何れにしましても、私の年度は特にこれだという
事業は行いませんでした。大過なくという表現が当
てはまるかと思います。それこそ皆様のご支援ご協
力により何とか本日を迎えた訳でございます。併せ
て、植竹一裕幹事の細部にわたる心配りに、心か
ら感謝申し上げ退任のご挨拶といたします。1年間
本当に有難うございました。 

懇   親   会 

司会 稲垣政一君 乾杯挨拶 檜山達郎君 中締挨拶 吉光寺政雄君 

感謝の言葉 髙木茂次期会長 花束贈呈 高木慶一ガバナー補佐 髙木茂次期会長 

花束贈呈 村山茂会長 髙木茂次期会長 花束贈呈 植竹一裕幹事 稲垣政一次期幹事 4 



次回例会        平成 29 年7月5日     担当 会長・幹事・副会長 

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28日欠席(敬称略) 
小野安正・澤田吉夫・豊田哲司・深町彰 
荒井昌一 

前回 6月21日分メークアップ(敬称略) 
時庭稔・秋間忍 

会報委員会：稲垣政一・鳥居輝一・秋間 忍・髙木慶一・安藤讓治 

記念品贈呈  
村山茂会長 髙木茂次期会長 

記念品贈呈 
植竹一裕幹事 稲垣政一次期幹事 

新旧会長幹事一同 

鳥居輝一君 瀬尾紀夫君 
 黒澤洋一君 

大森貞男君 室井次男君 福田逸男君 田中徹君  
鈴木久雄君 

相馬征志君 高木茂君 
鈴木隆子君 大島三千三君 

津久井誠二君 安藤譲治君 
荒牧明二君 平山博君 

月江寛智君 佐藤博君 
檜山達郎君 

村山茂君 髙木茂君 植竹一裕君 室井次男君 髙木慶一君 吉光寺政雄君 
秋間忍君 
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