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第2788回 髙木茂年度 第7回 会報 2017-9-6 司会 秋葉秀樹 君

来週の例会は、佐藤ガバナー補佐訪問となりま

あります。それらの名前は漢字で書くと「牡丹
餅」「お萩」と書きます。両者の名称に通じてい
るのは花の名前で春は（牡丹）と秋は（萩）を代
表するものです。同じ伝統的な和菓子に違っ
た季節の違った花の名がつけられている理由
は「お彼岸」にあるといわれております。
古来から春の彼岸には「牡丹餅」を、秋の彼
岸には「お萩」をお供えしたことに由来しており
ます。つまりめったに食べられないごちそうは
最初に仏壇にお供えして、ご先祖様に召し上
がっていただく。そしてそのおさがりを家族が
いただくのです。
家族が食卓を囲み、既に亡くなった家族を思
い出しておさがりをいただくのがお彼岸です。
以上で会長挨拶といたします。

出席報告 出席委員会 豊田哲司 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 9月 6日 37 27 10 81.8%

前回 8月30日 37 34 3 91.4% 1 94.6%

欠席の場合は前日 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
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栃木県議会議員 斎藤剛郎 様

来週の例会は、佐藤ガバナー補佐訪問となりま
す。9月27日例会は、太城ガバナーの公式訪問
です。当クラブとしてそつが無いようにお迎えした
いと思います。
9月20日は彼岸の入り、23日は秋分の日（彼岸
の中日）26日は彼岸明けになります。彼岸の意
味は「生死の海を渡って到達する終局・理想・悟
りの世界。煩悩を断じて絶対的な静寂に達した
状態。仏教における理想の境地。」と言うそうで
す。亡くなった人々がたどり着いた世界です。
私の父はシュウクリーム、母はおはぎが好きで
したので、仏壇にお供えすることにしております。
「ぼたもち」と「おはぎ」についてですが、「棚か

ら牡丹餅」ということわざがありますが、これは思
わぬ幸運が舞い込むことを意味しており、「ぼた
もち」は大変なごちそうの代名詞といえます。
一般的な「ぼたもち」とは、蒸したもち米を軽く
ついた餅にあんこをまぶしたものを指します。
また、全く同様の伝統的な和菓子に「おはぎ」が



8月30日に開催されました第1回臨時理事役員
会の報告を致します。
次年度会長の件について
審議の結果、会長へ一任することで承認されま
した。
会員推薦の件
戸野会員より推薦を受け審議したところ反対意
見なく承認されました。

続きまして髙木茂年度第 7回幹事報告を致しま
す。
• ガバナー事務所より、9月の「基本的教育と識
字率向上月間」に関連したリソースの案内が
ございました。国際奉仕委員会各位に連絡致

親睦委員会 安藤譲治 委員長
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• 秋葉秀樹会員
• 佐藤博会員
• （大森貞男会員）

• 大島三千三会員
• （吉光寺政雄会員）

ございました。国際奉仕委員会各位に連絡致
しました。

• 同じくガバナー事務所より、第1回アジアロー
タリーアン親善ゴルフ大会の案内が届きまし
た。国際奉仕委員会各位に連絡致しました。
また回覧しますのでご覧ください。

• 本日例会後、第6回理事役員会を開催します。
理事役員の方はお残り下さい。

石山桂子君

• 相馬征志君
9月3、4、5日の3日間秋間会員・鳥居会員お二
人の同行を頂き、後立山連峰の主峰「白馬岳」
へ行ってきました。ご両人へ感謝申し上げます。

• 秋葉秀樹君、佐藤 博君
誕生祝いありがとうございます。



国際奉仕委員会 大島三千三 副委員長

国際奉仕委員会卓話を、再び担当させていた
だきます。委員長平山が、栃木県議会議員斎藤
剛郎氏をご紹介させていただきます。斎藤剛郎
氏は、昭和50年9月29日に生まれで、41歳。那須
大日向でNPO法人自然学校を運営しておりまし
たが、高久勝町長に出会い、那須町議会の補欠
選挙へ立候補し、2期5年間、那須町議会議員を
務めました。
3年前、増渕前県議会議員の引退表明を受け、
39歳で県議会議員に挑戦、初当選し、現在3年
目、2歳の子供を育てる、子育て世代の代表とし
て、次世代を見据え、北那須地域において政治
活動を展開中です。
政治姿勢につきましては、ご本人からお話しあ
ると思いますが、斎藤県議は、国際情勢におい
て、優れた感覚もあり、今後大いに期待の持てる
人物の一人であることには間違いありません。

国際奉仕委員会 平山 博 委員長

• 卓話 講師紹介

国際奉仕委員会 平山 博 委員長

本日、国際奉仕委員会が、卓話を担当させて
いただきます 平山です。まず、初めに昨年度実
施された、中古消防車寄贈プロジェクトの継続に
ついて、大島三千三副委員長より、経過を説明さ
せていただき、次に、栃木県議会議員斎藤剛郎
氏に卓話をお願い致します。

今後の予定として、
• 消防車ポンプ車1台（黒磯ロータリークラブ）
• 消防小型ポンプ車3台（宇都宮ロータリークラ
ブ）

• タンクローリー車1台（4トン水運搬用）（宇都宮
ロータリークラブ）

• 10月～11月 タイ国に輸出
• 11月30日～12月3日 タイ国の譲渡式に参加
などの活動予定となっております。
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国際奉仕副委員長の、大島三千三です。
昨年度、那須塩原市から消防ポンプ車を1台譲
り受け、タイ国に寄贈しようと活動してまいりました。
昨年、宇都宮ロータリークラブがタイ国に消防車
を贈る事業を行い、今年度も引き続き、同事業を
実現する事になりました。
そこで、黒磯ロータリークラブでは、市から譲り
受けた消防ポンプ車一台を、宇都宮ロータリーク
ラブと合同でタイ国のパトムアンロータリークラブ
の協力を得て、2017年度に贈る予定です。
これまでに

• 2017年4月13日 宇都宮のモータープールに
消防ポンプ車を搬入

• 2017年7月9日 宇都宮ロータリークラブと友
好クラブ共同事業覚書（MOU）を締結

• 黒磯ロータリークラブより事業資金1000ドル支
出

• 事業名「命の水プロジェクト」を宇都宮ロータ
リークラブが、グローバル補助金申請

などの活動が行われております。

人物の一人であることには間違いありません。
ロータリークラブは政治色はご法度であります
が、まだデビューしたばかりと言う事で、今後もあ
たたかく見守って頂きたいと思っています。日頃
の活動ぶりを、お話していただきたいと思います。
それでは宜しくお願い致します。

栃木県議会議員 斎藤剛郎 様

1. 議員になる前
まずはじめに5分ほどのビデオを
10年前の自然学校プロモーションビデオ
環境教育活動から、次世代の子どもたちへ
の自然学校
NPO法人として自然学校を立ち上げる



初めの一般質問にて環境基本条例と計画が
策定
町議として全ての議会で一般質問
→情報収集（拝聴）
その後、執行部と調整をし実現に向ける

3. 県議会議員へ立候補
増渕県議の引退表明を受けて選考委員会
設立される
那須町議会及び高久まさる後援会推薦とし
てご推挙いただく
全会一致で選考していただき39歳での立候
補
妊娠中の妻に報告、自分の考えを捨て町、
地域のために

4. 子育てをしながら
2歳の子供を育てているのので子育て世代
の代弁を
更には責任世代として次世代に向けて活動
中

5. 基本的な政治姿勢
日本の古き良き文化や伝統、考え方などは
大切にしたい
（もったいない、他人を思う気持ち、遠慮する
気持ち等々）
しかし新しい考えや伝統も生まれている
→それらも大切にし、融合しながらより良い
日本を地域を
1期では力なくとも、先輩方にお願いしながら、
職員とも
→政治家に重要なのはコミュニケーションで

9月6日欠席(敬称略)
大森貞男・小野安正・吉光寺政雄
髙木慶一・田中徹・荒井昌一・檜山達郎
深町彰・村山茂・室井次男

前回8月30日分メークアップ(敬称略)
澤田吉夫

次回例会 平成29年9月13日 第1グループガバナー補佐訪問

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 4

2. 町議会議員へ立候補
町長選挙時に高久まさる後援会よりホーム
ページ作成依頼
町に自然環境保全等の意見を
→通らない、変わらない
高久勝町長ならば一緒に変えられる
→補欠選挙立候補

→政治家に重要なのはコミュニケーションで
あるかと
→拝聴し、届け、実現すること

6. これからの望ましい形態（合併ではなく地域
連携）
那須町那須地域の未来は地域連携それが
県北創生
那須塩原市、大田原市、矢板市、那須町の
連携
更には那須烏山市、那珂川町との連携も図
る
→県北発展を目標にまずはしっかりとした維
持を
人口減少→町は100億規模から70億規模へ
の転換


