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道徳教育が目指すのは、発達の段階に応じた
答えが一つではない道徳的な課題を一人一人
の生徒が自分自身の問題として捉え向き合う「考
える道徳」「議論する道徳」へと転換することに
なったそうです。改正学習指導要領は、平成27
年4月1日から移行措置として、一部または全部
の実施、平成31年4月1日からは全面実施になる
そうです。
学校における道徳教育は、生徒がより良く生き
るための基盤となる道徳性を養うことを目標として、
生徒一人一人が将来に対する夢や、希望、自ら
の人生や未来を拓いていく力を育む源になって
もらわなければなりません。
9月7日に第40回栃木県少年の主張発表那須
地区大会に来賓として出席して参りました。那須
地区内各中学校の生徒代表による主張は中学
生が日常生活の中で感じていること、考えている

本日の例会は、9月27日の太城ガバナーの公

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13日 37 31 6（2） 88.6％

前回 9月 6日 37 27 10 81.8% 2 87.9%

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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生が日常生活の中で感じていること、考えている
ことを理解するうえで大変有意義な大会でした。
以上で会長挨拶といたします。

式訪問に向けて、当クラブの状況を把握するた
め第1グループ佐藤ガバナー補佐様が来訪され
ました。よろしくお願いいたします。
9月はRIの基本的教育と識字率向上月間と
なっております。そこで基本的教育とは何かを考
えてみましょう。我が国の教育は教育基本法第
一条に示されている「人格の完成を目指し、平
和で民主的な国家及び社会の形成者として必
要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成
を期して行われる」ものである。と定義されており
ます。すなわち人格形成の基盤は道徳性を育て
ることになります。
今までの道徳教育は他の教科と比べると進学
には関係ないと軽んじられてきました。以前から
いじめの問題に起因して子供の尊い命が絶たれ
る痛ましい事案が多く生じております。統計から
すると夏休み明けの9月1日が特に多いということ
です。このような現状のもと、道徳教育の重要性
を改めて認識し抜本的な充実を図るため道徳の
時間については「特別の教科道徳」として充実を
図ることになったわけです。

第1グループガバナー補佐 佐藤正一様



本日はクラブ協議会と言うことでお邪魔しました。
クラブ役員、理事及び各委員長が、協議会で奉
仕プロジェクトや活動、会員増強退会防止、地区
大会や他の会合への出席などについて話し合い、
また、会員の教育の場となり、会員の奉仕活動へ
の関心を喚起する場であります。
年度中4～6回のクラブ協議会を開くことが推奨
されております。クラブによって開催日は異なる
場合があり、おおむね以下の通りです。
① 地区協議会の直後、会長エレクトが主宰

する
② 7月1日直後、年度計画について話し合い、

採択する
③ 公式訪問の2週間前

佐藤正一 ガバナー補佐 ご挨拶 一方で、就職活動は進んでいますが、内定は
まだもらっていません。今まで多くの企業を見に
行きましたが、内定はまだもらっていません。今ま
で、多くの企業を見に行って様々なビジネスモデ
ルを勉強しました。だが、知っているのはビジネ
スモデルの概要だけです。更に詳しいことは知り
ません。例えば、サービスを提供する時にいくら
稼げるのかなど詳しいことです。こういう問題を聞
いた友達に勉強不足だなと言われました。これか
ら、経営者のように、ビジネスマンのようにもっと
頑張らないといけないと思っています。
最近、いくつのビジネスモデルを考えました。こ
こで紹介させていただきます。もしご意見があれ
ばぜひ聞かせてください。
一つ目ですが、日本の伝統工芸品や職人を紹
介するウェブサイトを作り、伝統工芸品を販売す
るサービスです。日本では匠の職人が多いです。
例えば、藍染めの職人、茶器を作り職人などで
す。まだまだ人々に知られていない職人や伝統
工芸品が多いです。したがって、インターネットを
利用し、職人、日本伝統文化や工芸品を紹介し、
世界中に発信することによって日本文化の宣伝
と伝統工芸品の販売を実現するサービスを提供
したいです。このサイトを利用し、物を販売した場
合だけ、サービス料金をいただきます。
もう一つですが。最近、「ITｘ農業」はよく話題に
なっています。私は、「ITｘ養殖業」を考えました。
IT技術を利用し、魚が生活している水の環境を
調整することによってさらに効率的に生産するこ
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④ 公式訪問時、ガバナー補佐と地区ガバ
ナーとクラブ現況を話し合う

⑤ ロータリー年度の半ば、目標への進展状
況と年度後半のクラブプログラムの決定

⑥ 地区大会の後、クラブ計画を完了させるた
めのアイディアや提案について話し合う
クラブの他の会員の出席も歓迎される

米山記念奨学生 蘇呈歡君

髙木会長より奨学金の贈呈

とが実現できるではないかと考えています。しか
し、台湾の水産業で働いている友達と相談した
結果、こういう考え方はいいですが、実現すること
が非常に難しいです。理由としては機械で水の
環境を調整することが非効率で、遅いです。調
整する前に、魚またはエビはもう死んでしまう確
率が高いです。
最後に、昨日学んだ言葉を共有いたします。今
まで様々な苦労や困難があったが、良いこともあ
るし、楽しいこともあるからこそ、やはり、「人生は
捨てるものではない」と思っています。

皆さん、こんにちは。お元気ですか。
まず、最近私の活動を報告させていただきます。
卒業論文を書くときに、必要なデータをなかなか
入手できませんでした。今少し問題があったので、
今後の進み方はそれを解決することです。



9月6日に開催されました第6回理事役員会の報
告を致します。
1. 10月例会プログラムについて
• 10月4日米山記念奨学会委員会卓話の件

米山記念奨学生 蘇呈歓君の外来卓話が承
認となりました。

• 10月15日開催の観月会の企画及び収支計画
の件
親睦委員長提出の企画及び収支計画が承
認となりました。

2. ロータリー米山普通寄付支出について
例年通り一人当たり13,000円（口座引き落と
し）の取り扱いで承認となりました。

3. ガバナー公式訪問準備について
第1グループガバナー補佐との合せ後に詳

親睦委員会 澤田吉夫副委員長

親睦委員会の澤田でございます。10月18日の
観月会についてご説明致します。
10月18日水曜日、大田原市勝田屋さんに於い
て18時点鐘、18時半より観月会を行います。終
了は21時の予定です。集合場所は足銀さんの前、
17時20分出発の予定です。余興は船生の歌舞
伎村の方に出張して頂きます。是非奮ってご参
加頂ければと思います。
会費はお一人4,000円です。後日口座より引き
落としさせて頂きます。
以上、よろしくお願いいたします。

ゴルフ愛好会 津久井誠二君
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第1グループガバナー補佐との合せ後に詳
細について取り決めることとなりました。

4. 夜間例会（親睦委員会担当以外）の懇親会
参加人数確認の件
SAAが担当することで承認となりました。

続きまして髙木茂年度第 8 回幹事報告を致しま
す。
1. 先週の例会にて公表いたしました会員推薦
に関しましては、一週間を経過し異議申し立
てがございませんでしたので、推薦者及び増
強委員会にて入会手続き宜しくお願いします。

2. ガバナー事務所より、「貧困児童・家庭」に対
して、どの様な方法で支援や奉仕活動を行っ
ているかの調査の依頼がありました。社会奉
仕委員長に連絡しました。

3. 西那須野ロータリークラブより週報が届いて
おります。回覧しますのでご覧ください。

4. 那須野巻狩りまつり実行委員会より、第2回役
員会実行委員会合同会議の案内が届きまし
た。社会奉仕委員長に連絡しました。また同
実行委員会より委嘱状が届いております。

5. 当クラブの秋葉会員が明日、那須塩原市と姉
妹都市であるオーストリアのリンツ市に交流の
ため出発します。市役所から朝6時45分に出
発します。時間のある方はお見送り宜しくお
願いします。

6. 来週の例会はございませんので、お間違え
の無いようお願いします。

ゴルフ愛好会 津久井誠二君

髙木茂年度ゴルフ愛好会からのお知らせです。
先日、愛好会のメンバーで会合を持ち、本年度
の会長に室井次男さん、委員に秋間忍さん、戸
野俊介さん、私津久井の4名で運営していくこと
になりました。よろしくお願いいたします。
本年度第1回のゴルフコンペについてご案内致
します。第1回ゴルフコンペは、10月8日日曜日、
塩原カントリーで開催する予定です。参加確認
につきましては後日お知らせ致します。是非ご参
加下さいますようお知らせ致します。
および、第2回の予定も日にちだけお知らせし
ておきます。12月10日日曜日、場所は未定です。
よろしくお願い致します。以上でございます。



• 瀬尾紀夫会員
第1グループガバナー補佐佐藤正一様
の来訪に感謝申し上げます。

• 大森貞男会員
誕生祝いありがとうございます。

• 村山 茂会員
佐藤正一第1グループガバナー補佐、よ
うこそ黒磯クラブへ

• 大島三千三会員
結婚祝いありがとうございました。

• 髙木慶一会員
佐藤正一ガバナー補佐を歓迎して

• 第1グループガバナー補佐
佐藤正一様（西那須野ロータリークラブ）

石山桂子君 それでは今年のガバナーの重点目標でありま
す会員拡大について、当クラブの進捗状況等を
福田委員長よりお話し頂きます。

会員増強委員会 福田逸男委員長

会員増強委員長の福田です。今年度は、ガバ
ナー補佐、当会会長ともに例年になく会員増強
に力を入れておられます。委員会のメンバーも
多く頂いております。黒磯クラブは以前、60名以
上のメンバーがおりましたが、最近は40名を切る
形で推移しております。やはり会員は多ければ
多いほど、例会も活気が出て楽しい会になると
思いますので頑張っていきたいと思います。
今年の目標は、会員純増5名ということとしてお
ります。現在のところ次回例会より1名の方、更に
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佐藤正一様（西那須野ロータリークラブ）
クラブ協議会よろしくお願いします。

第1グループガバナー補佐 佐藤正一様

（進行）髙木茂会長

本日はガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協
議会となります。本日のガバナー補佐訪問は、27
日のガバナー公式訪問の予行演習のような意味
合いもございますのでよろしくお願いいたします。
クラブの現況を把握し、ガバナーにクラブの状況
をお話しする形になります。これからガバナー補
佐より各委員会の計画・方針・進捗状況をお聞き
頂き、アドバイス等を頂きたいと思います。よろし
くお願い致します。

ります。現在のところ次回例会より1名の方、更に
その後2名の方が候補となっており、3名増まで
は達成できる見込みですが、出来るだけ早めに
達成できるようにしたいと考えております。
同時に退会者が出ないように努力して参ります。
そのためには例会が楽しいものでないといけま
せんので、各委員会とも協力して例会を充実さ
せて参りたいと思います。

（アドバイス）佐藤正一ガバナー補佐

黒磯クラブさんでは8名の会員増強委員がおら
れます。地区においてはこれまで5名で地区組織
委員がおりましたが、今年はガバナーが力を入
れておりまして15名で、各グループに必ず1名は
入っております。特に30代、40代、女性会員の増
強を重点に進めて頂きたい。
7月1日時点から第1グループでは5名増えてお
ります。大田原が1名、西那須野が2名、那須が1
名、大田原中央が1名の増で、減はありません。
現在第1グループでは157名で、7月1日時点の
152名より5名の増であります。
尚、2550地区では31名増ですが、退会4名で
実質27名の増となっております。人口がそれほど
変わらない群馬県の会員数が2,100余名おりま
すが、栃木県は1,700余名であります。2,000まで
増やしたいという、具体的な数字を目標に掲げた
太城ガバナーの強い意向であり、公式訪問でも
強く言っておられます。
会員増強のパンフレットも地区にありますので、
ご活用頂きたく思います。また、大田原・西那須



野クラブにはクラブで作成したパンフレットもあり
ますので、取り寄せて活用されてもよろしいかと
思います。
また、クラブ会員全員が会員増強委員長のつも
りで一丸となって取り組んで下さい。是非会員を
増やして頂き、活発なクラブづくりをして頂きたく
思います。

クラブ奉仕委員会 吉光寺政雄委員長

（アドバイス）佐藤正一ガバナー補佐

SAA 和気勝利 委員長

基本的には各小委員会と連携して頂き、11の
委員会が、ガバナーの言われるようにチャレンジ
＆イノベーション（挑戦と変革）のもと、親睦・例会
出席・職業奉仕等のロータリの本質を変えず
様々なイノベーションを繰り返すことで成長をする
訳であります。本年度例会が月3回と言うことです
が、いろいろな面でしっかりとした内容にして活
動して頂ければよろしいかと思います。親睦にし
ても楽しい例会にして頂ければと思います。特に
会員の誕生祝いと新米の贈呈は外のクラブにな
いユニークな取り組みと思います。雑誌委員会に
は黒磯高校・黒磯南高校・図書館等へも「ロータ
リーの友」を配布頂ければと思います。職業分類
は60分類中37、61.6％ということで大変よろしいと
思います。会員増強につきましては先ほど申し上
げたとおり、ひとりひとりが委員長のつもりで取り
組んで頂きたいと思います。

9月13日欠席(敬称略)
荒井昌一・深町彰・田中徹・安藤譲治
藤﨑善隆・秋葉秀樹

前回9月6日分メークアップ(敬称略)
田中徹・村山茂

次回例会 平成29年9月27日 太城敏之ガバナー公式訪問

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
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発言の機会を頂きましてありがとうございます。
本年クラブ奉仕委員会は、髙木会長の掲げる親
睦行事の重要性に鑑みまして、夜間例会の回数
を多く設定しています。コミュニケーションはノミニ
ケーションです。お酒を楽しみながら、クラブを楽
しみ、お互いに情報交換を行い、仕事にも結び
付けることを意図しています。皆様のご協力をお
願い申し上げます。

3月7日例会を「東京ロータリークラブ例会参加」
を計画いたしました。日本で最初のロータリーク
ラブ訪問ということで、バスにて一日かけての企
画となります。

（アドバイス）佐藤正一ガバナー補佐

東京ロータリークラブの例会へは私も伺いまし
たが、大変立派で勉強になりました。
SAAは会場監督・クラブ会員の秩序維持をする
重要な役割を担っておりますのはクラブ細則にも
あるとおりです。よろしくお願い致します。


