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第2800回 髙木茂年度 第19回 会報 2018 01 17 司会 薄 孝明 君

第5回臨時理事役員会報告
1. 深町彰会員退会の件

12月27日付けにて退会届が提出され、
審議の結果、退会届が受理され12月末
日をもって退会が承認されました。

2. 2018年度内定米山記念奨学生世話クラブ
引き受け並びにカウンセラーについて
引き続きの検討事項となりました。

3. 職場訪問の件
1月31日職業奉仕委員会担当例会を、
職場訪問とすることが承認されました。
場所は那須ミッドシティーホテル12時点
鐘となります。

4. 2月例会プログラムについて
2月7日会長によるクラブフォーラムを、
年次総会に変更することで2月例会プロ
グラムが承認となりました。

皆様、あらためて新年おめでとうございま
す。

出席報告 出席委員会 小野安正君
・新年会のため、次週報告致します。

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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グラムが承認となりました。
5. インターアクト海外研修の件

3月27日から3月30日に台南・台北への
インターアクト海外研修が実施されます。
研修に際し、黒磯高校インターアクトクラ
ブからインターアクター2名、随行教員1
名の参加と10万円の助成金が承認され
ました。

髙木茂年度第 19 回幹事報告
1. ガバナー事務所より「2016-17年度年次報告
書」の冊子が届いております。倉庫の書棚に
並べましたのでご覧ください。

2. 同じく、ガバナー事務所より地区資金後期分、
支払依頼が届きました。会計鳥居会員に連
絡いたしました。

3. 同じく、ガバナー事務所より、平成29年度米
山記念奨学生 修了式の案内が届きました。
米山カウンセラー秋間忍会員に連絡いたし
ました。

4. 同じくガバナー事務所より、「第19回ロータ
リー国際囲碁大会」開催の連絡が御座いま
した。メールにて会員各位に連絡いたしまし
た。出場される方は3月20日までに幹事まで
連絡ください。

す。
私の年度も折り返しとなりました。残り半

年、今年度の重点目標であります会員増強、
各委員会の活発な活動に力を入れたいと思い
ます。
この後、新年会を控えておりますので簡単

ではございますが以上で会長挨拶といたしま
す。



5. 国際ロータリー日本事務局より、「職業奉仕
月間リソースのご案内」及び「ロータリー財団
百年史、値下げのご案内」が届きました。戸
野俊介職業奉仕委員長及び髙木慶一ロー
タリー財団委員長にメールを転送しました。

6. 宇都宮東ロータリークラブより、宇商マーキュ
リー インターアクトクラブ認証状伝達式のご
案内が届きました。高木茂会長並びに荒牧
明二青少年奉仕委員長に連絡致しました。

7. 那須塩原市商工観光課 那須野巻狩りまつり
実行委員会事務局より、2017年那須野巻狩
りまつり第3回役員会・実行委員会合同会議
の開催について案内が届きました。髙木茂
会長並びに社会奉仕委員会に連絡いたしま
した。

8. ロータリー米山記念奨学会より、ハイライトよ
ねやま214号が届いております。回覧します
のでご覧ください。

米山記念奨学生
宇都宮大学農学部農業経済学科
蘇呈歡君

国際ロータリー第2550地区公共イメー
ジ委員委嘱状授与

地区公共イメージ委員に委嘱された秋間忍会員

誕生祝い
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髙木茂会長より奨学金が手渡された

石山桂子会員

大森貞男会員 月江寛智会員
平山博会員 瀬尾紀夫会員
（秋葉秀樹会員・豊田哲司会員）



戸野俊介職業奉仕委員長

福田逸男君

小野安正会員
藤﨑善隆会員
稲垣政一会員

新年おめでとうございます。今年もよろし
くお願い致します。

平山博会員
瀬尾紀夫会員
大森貞男会員

結婚祝いありがとうございます。

福田逸男会員
誕生祝いありがとうございます。78歳に
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1月31日の例会は職場見学となります。那須ミッ
ドシティホテル12時点鐘となっております。当日
の昼食準備の都合上、出欠をとらせて頂きます。
出欠表を回覧致しますのでご記入頂き、出欠を
お知らせ下さい。

鳥居輝一会計

会費後期分90,000円が1月22日に引き落としと
なりますのでご用意をお願い致します。

誕生祝いありがとうございます。78歳に
なりました。

植竹一裕会員
今年もよろしくお願い致します。

親睦委員会による新年会

安藤讓治 親睦委員長

親睦委員会担当により、割烹石山において例
会場より別室に会場を移し、会員並びに家族同
席のもとに新年会が行われました。詳細は次項
をご覧下さい。



あけましておめでとうございます

黒磯ロータリークラブ 新年会
髙木茂会長 挨拶

乾杯の発声 相馬征志会員奥様方をお招きして、あらためて新年あけまし
ておめでとうございます。
年明けから東京株式市場は急反発して日経平
均株価は大発会としては2年連続の大幅な値上
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新年を祝って 乾杯！

司会を務める石山桂子会員

がり。など今年は明るい話題で幕を明けましたが、
地元はまだまだ恩恵をかんじておりません。今年
は戌年、昭和9年、昭和21年、昭和33年生まれ
の方が年男です。犬は人間にとって最も身近な
動物です。性格は従順で飼い主の敵と闘う習性
もあります。最近のペット事情ですが、猫を飼う人
が犬を飼う人を逆転したそうです。
私の年度もあと半年。よろしくご協力、ご支援を
お願い致します。今年も健やかに過ごせるように
祈念して簡単ではございますが以上で会長挨拶
といたします。

目にも鮮やかなお料理の数々



新年を迎え和やかに
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新年を迎え和やかに



デジタルフォトコンテスト結果発表

秋間忍広報委員長

入賞予測賞
（広告部門2点） 髙木慶一会員

芸術部門

広告部門

新年会会場にて恒例のデジタルフォトコンテストの結果発表並びに表彰式が行われました。

6（芸術部門3点） 稲垣政一会員

（広告部門2点） 村山茂会員

（芸術部門3点）鈴木隆子会員

スライド表示しながら作品を紹介する秋間忍
広報委員長

各受賞者に髙木茂会長より賞品が贈呈されまし
た。



最優秀芸術賞
「今にも落ちそうな」丸い石 【大森貞男会員】

優秀芸術賞
「大きなうちわ」イソバナは光を当てると赤くなる
【大森貞男会員】

デジタルフォトコンテスト受賞作品
芸 術 賞

髙木茂会長より賞品の贈呈
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髙木茂会長より賞品の贈呈

芸術賞佳作
那珂川源流水質調査：三斗小屋温泉の朝
【村山茂会員】

ダブル受賞の大森会員

笑顔の村山会員



デジタルフォトコンテスト受賞作品
広 告 賞

最優秀広告賞
東日本災害支援 【秋間忍会員】

優秀広告賞
毎年楽しいクリスマス家族会 【稲垣政一会員】

広報委員長として見事！な最優秀広告賞！
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広告賞佳作
雨に濡れた水質調査 【稲垣政一会員】

稲垣幹事はダブル受賞！
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次回例会 平成30年1月24日（水） 担当 会計

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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締めの挨拶をする吉光寺政雄副会長


