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第2784回 髙木茂年度 第3回 会報 2017-7-26 司会 和気勝利 君

出席報告 出席委員会 時庭 稔 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 7月26日 37 25 12(2) 71.4％

前回 7月12日 37 31 9(3) 82.4％ 3 91.2％

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

あったかハート号の会より礼状が届いております
ので会長挨拶の前に御披露致します。

謹啓 黒磯ロータリークラブの皆様におかれまし
ては、益々ご清栄のこととお喜び申し上げます。
さて「あったかハート号」は、多くの皆様にご参
加いただいて参りましたが、諸般の事情により昨
年度の運行を 後に終了することになりました。
当会は身体にハンディを持つ人々の社会参加
を進めることを目指して、平成2年に設立しました。
昨年までに合計26回の運行を実施し4,799名の
参加をいただきました。目的でありました「体の不
自由な人達との交流を図ること」は何とか所期の
目的が達せられたにではないかと考えております。
これも偏に黒磯ロータリークラブ様の永年にわ
たるご支援の賜物と改めて心より感謝申し上げま
す。
後になりましたが、貴会の益々のご発展をご

祈念いたしまして、書中にて失礼とは存じますが
運行終了のご挨拶とさせていただきます。

敬具
平成29年7月20日
黒磯ロータリークラブ 会長 会員各位 様

あったかハート号の会 会長 田村好一

7月23日は二十四節気の大暑で夏真っ盛りで
す。黒磯神社の天王祭と輪くぐりが7月31日に催
されます。月江宮司様も、夏の祭祀でお忙しいこ
とと思います。
天王祭は悪疫（あくえき）よけの神とされる牛頭
（ごず）天王の祭りとされ疫病神祓いの祭りとされ
ているとのことです。皆様も天王祭に参加されて
悪疫から身を守り夏を乗り切りましょう。
国民の祝日は現在16日ありますが、近年、海
の日、山の日などの祝日が制定されました。先
週の7月17日は海の日でした。「海の日」の由来
は、灯台に関わりがあるとのことです。灯台は明
治になり、諸外国との間で交わされた改税約書
で設置が義務付けられ、明治2年に初点灯され
た横須賀市の観音崎灯台を皮切りに、全国津々
浦々に灯台が設けられました。平成18年時点で、
日本にある灯台の数は3,334基にのぼるそうです。
今は全てが無人化されているとのことです。灯台
は陸の果てで、突端に立つのが灯台で生活に
はとても不便で、買い物もままなりません。辺ぴ
な地域で、各地の灯台を巡航する視察船が日用
品を届けてくれるのが習わしであったそうです。
「明治丸」はこの灯台業務用の船舶で、明治9
年、明治天皇の東北御巡幸の際お召し艦の栄
に浴しました。陸路青森まで巡幸された明治天
皇は、この明治丸に乗船され海路横浜に向かわ
れ7月20日に無事到着されました。そして平成8
年この日が国民の祝日「海の日」と定められたそ
うです。制定当初は7月20日が祝日であったが、
平成13年の祝日法改正で、平成15年から7月の
第3月曜日にされました。
歴史や伝統に由来する祝祭日まで変更して

連休にしてしまうのは疑問に思う声もあがってお
ります。さすが天皇誕生日12月23日は第3月曜
日に移動しませんでした。ちなみに今の皇太子
殿下の誕生日は2月23日になります。
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昨年から新たな祝日として制定された「山の日」
はどうして8月11日なのか、由来や祝日になった
理由はなんだろうか。
「山の日」を作ろうとした動きは2010年から始まり
ました。日本山岳会を始めとする山岳5団体が中
心となり「山の日制定協議会」が発足し、2013年
には超党派の議員連盟「山の日制定議員連盟」
が発足した。2014年に「国民の祝日に関する法
律」が改訂され「山の日」が祝日になりました。
山の日の趣旨とは「山に親しむ機会を得て、山
の恩恵に感謝する」ことです。山の日には「美しく
豊かな自然を守り、次世代に引き継ぐことを国民
の全てが銘記する日となるように」「海の日と対を
なして、皆が山との深い関わり合いを考える日に
したい」という思いが込められています。でも、な
ぜ 「山の日」が8月11日なのか疑問が残りますね。
8月11日に山に関する特別な出来事があったわ
けではありません。
初は6月には祝日がないので提案されました

が、いろいろな案が出され、 終的にお盆と合わ
せて連休がとりやすい8月11日になりました。8月
12日も案として上ったが昭和60年8月12日ジャン
ボジェット機が墜落し520人もの人が事故の犠牲
になり、祝日にはふさわしくないとの理由で8月11
日が「山の日」となりました。
せっかく増えた祝日ですので有意義に楽しみま
しょう。
今年は梅雨明け前から猛暑が続き熱中症にな
る人が多数出ております。体調管理に務めましょ
う。
以上で会長挨拶といたします。

• 国際ロータリー第2550地区ロータリー財団より、
地区補助金決定通知および説明会開催につ
いての連絡がございました。ロータリー財団委
員会各位に連絡致しました。

• ロータリー米山記念奨学会よりハイライトよね
やま208号が届きました。回覧しますので宜しく
お願いします。

• ガバナー事務所より、会員数及び出席報告書
の差し替えの連絡が有りました。出席委員会
に報告しました。

• 同じくガバナー事務所より、ガバナー公式訪
問時の月信掲載原稿依頼が届きました。広報
委員会、会報委員会に連絡しました。

• ロータリー米山記念奨学会事務局より、普通
寄付金申告用領収証の申請について連絡が
ありました。会計に報告しました。

• 同じく、ロータリー米山記念奨学会事務局より、
出国届申請のメール通知の配信先について
連絡が有りました。米山カウンセラーの秋間会
員に報告しました。

• 国際ロータリー財務部より、人頭分担金請求
書が届きました。会計に報告しました。

• 西那須野ロータリークラブより会報が届いてお
ります。回覧しますのでご覧ください。

• 那須塩原市国際交流協会より、国際交流協
会だより46号が届きました。回覧しますのでご
覧ください。

• 本日例会終了後、第5回理事役員会を開催し
ますので理事役員の方はお残り下さい。

村山 茂 君

• 村山 茂 会員 異常気象が続いております。
くれぐれもご自愛ください。

• 田中 徹 会員 会報再配信その１

卓話

クラブ奉仕委員会 新年度方針発表

本日は吉光寺政雄クラブ奉仕委員長が欠席で
すので、代わりに私、稲垣政一が新年度計画発
表の進行役務めさせて頂きます。7月12日の例会
時、親睦委員会、プログラム委員会は、すでに発
表済みですので残り9クラブとなります。発表の順
番は
1. スマイルボックス
2. クラブ史料委員会
3. 情報委員会
4. 会員選考職業分類委員会
5. 出席委員会
6. 会報委員会
7. 広報委員会
8. 会員増強委員会
9. 雑誌委員会
の順で発表宜しくお願いします。

l スマイル委員会 村山 茂 副委員長

スマイルボックス委員会の事業計画を申し上げ
ます。委員長に石山桂子さん、副委員長に村山
茂、委員に福田逸男さんの計3名で担当させて
いただきます。なお、本日は委員長の石山桂子
さんが欠席のため、副委員長の村山がご説明い
たします。
スマイルボックスは、対外的活動のための資金
ということで、その重要性について皆様のご理解
をいただきたいと考えております。髙木茂会長の
方針に基づき、本年も一人当たり30,000円以上
を目標に設定いたしました。皆様のご協力をお
願い申し上げる次第です。
なお、それぞれの達成状況につきましては、年
2回ほどご案内させていただきます。以上、よろし
くお願いいたします。
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l クラブ史料委員会 村山 茂 委員長

クラブ史料委員会の事業計画を申し上げます。
委員長に村山茂、副委員長に植竹一裕さんの2
名で担当いたします。
当委員会は、文字通りクラブ史料及び備品等の
整理・保管・管理及び保管庫内の整理整頓を行
い、必要な資料をいつでも検索できる状態を保つ
ことを担うものでございます。すでに、稲垣幹事並
びに和気会場監督により、整理整頓がなされたと
伺っております。有難うございました。今後ともそ
れらの保管・管理等につきましては、逐次行って
まいりますので、必要な書類等をお求めの時は、
いつでもお申し付けください。

l 会員選考・分類委員会 檜山達郎委員長

l 出席委員会 時庭 稔委員長

【本年度の計画】
本年度の計画につきまして髙木会長の方針に
基づき計画を作成いたしました。
1. 出席率100％を目標に活動
会員の皆様の協力がなくては100％を達成
することは出来ませんのでよろしくお願いい
たします。

2. 様々なロータリー行事等へ積極的参加
各委員会でミニ炉辺会を開催しメイキャップ
をお願いしたいと思います。

3. ＳＡＡと連絡を密にし無断欠席『0』を目指す
食事無駄を『0』にし、経費の節約にも繋がる
のではないかと思います。

4. 会長方針に従い他のクラブの例会にも積極
的にアテンダンスを計画
3月7日『東京ロータリークラブ例会参加』を
企画しています。また、会員の皆様には、他
のクラブにも積極的に出席しメイキャップを
お願いします。

l ロータリー情報委員会 大森貞男委員長

本年度は、委員長大森貞男、副委員長津久井
誠二会員、委員室井次男会員の3名です。
【本年度の計画】
1. 新入会員のオリエンテーションの開催
2. 定款、細則等に変更が有る場合には皆様に
ご報告をいたします。

3. その他

l 会報委員会 田中 徹 委員長

町彰会員、委員長に檜山達郎の３名です。
【 本年度の計画 】
1. 会員選考 推薦された入会候補者が適正で
あるか調査し、理事会に報告する。

2. 職業分類 前年度の職業分類表は、この地
区の現状に即したもので、大幅に見直す必
要はない。

3. 未充填の部分については、会員増強委員会
と連携して補充につとめる。

本年度は副委員長に月江寛智会員、委員に深

本年度会報委員会は 副委員長に藤﨑善隆
会員、委員に鳥居輝一会員の３名で勤めます。
【 本年度の計画 】
1. 昨年度に引き続き Power Point を利用して
作成致します。

3



7月26 日欠席(敬称略)
・秋葉秀樹・秋間 忍・荒井昌一
・荒牧明二・石山桂子・高木慶一
・豊田哲司・深町 彰・室井次男
・藤﨑善隆・大島三千三・吉光寺政雄

前回 7月12日分メークアップ(敬称略)
・安藤譲治・石山桂子・鈴木久雄

次回例会 平成29年8月2日 夜間例会（18時30分）担当 会員増強委員会

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

会報委員会：田中 徹・藤崎善隆・鳥居輝一

l 広報委員会 津久井 誠二 委員

委員長に秋間忍会員、副委員長秋葉秀樹会員、
委員津久井誠二会員です。
【本年度の計画】
1. ホームページのこまめな更新、さらなる充実
を目指します。

2. デジタル・フォト・コンテストのマンネリ化を打
破し、会員拡大につながる魅力的なアイデア
を模索します。

3. フェイスブックをはじめ、ソーシャルネットワー
クサービス（SNS)の活用も含め、黒磯ロータリ
クラブのPR（パブリックリレーションズ：Public
Relations）に努めます。

l 会員増強委員会 福田 逸男 委員長

l 雑誌委員会 相馬 征志 委員長

今年度の委員会目標が過去のそれと特別変っ
たところはありません。
型どおりですが、次の4項目を申し上げ委員会方
針の説明といたします。
1. 「ロータリーの友」を読んで興味深い記事が
ありましたら、例会の折、又は会報で紹介し
て頂きます。

2. 増強委員会にリクルート活動のツールとして
「ロータリーの友」をご利用頂きます。

3. 「ロータリーの友」誌を図書館・学校等へ贈り、
ロータリーへの理解を深めて頂く為の広報活
動の一助としたい。

4. クラブの行事・活動等で他クラブ会員に披露
したいものがあれば「ロータリーの友」への掲
載手続を代行します。(この場合理事会承認
が必要です)

2. 会報は出来る限り週末の配信を目指します。
3. 会報当クラブのホームページにも掲載されて
おりいつでも御覧頂けますので記録CDはクラ
ブ保存用のみを作成致します。

4. 例会時未発表で掲載希望の情報などもお送
り頂けれは精査の上、掲載いたします。

【 本年度の計画 】
活力のある組織は絶えず新しい血液を注入する
必要性がある。また会員維持のため関係委員会
（広報、ロータリー情報、会員選考・職業分類）と
合同委員会を開催したい。
1. 会長の目標、純増 5名達成に努める
2. 会員脱退防止に努める
3. 会員の積極的参加を促進する
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