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第2803回 髙木茂年度 第22回 会報 2018 02 07 司会 秋葉秀樹 君

2月になりますと新年度に向けて国全体がいろ
いろなスタートのための準備が活発になってまい
ります。農業に携わる人は4月に向けて土の手入
れをおこない作物を作る準備にとりかかり、りんご
や梨の木の剪定や肥料の追肥、苗の準備、いろ
いろな資材の調達、などに追われる時期です。
漁業者は春先の漁にむけ漁船の修理や漁具
の手入れ、燃料の調達などいろいろな準備に追
われる時期ですがいま難題にさらされております
。ルール無視の他国の漁に直面して漁ができな
い資源の枯渇などの苦境にさらされております。
国や自治体も少子高齢化、社会保障、北朝鮮
問題その他問題が山積しております。各種企業
や商工業者もグローバル化のなかで生き残るた

出席報告 出席委員会 泉道夫 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 2月 7日 37 31 6（1） 91.7％

前回 1月31日 37 33 4 100%

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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先日、第一グループIMがホスト西那須野ロータ
リークラブにより開催されました。各クラブの会員
増強の取り組みについて発表があり当クラブの
取り組みについて私が発表してまいりました。私
の年度も残り5ケ月たらずになってまいりました。
純増5名を達成するため皆さんのお知り合いの方、
最低1名の推薦をお願い致します。
日本列島は近年にない大寒波におおわれて
日本海側では大雪、太平洋側では気温の低い
状態が続いております。立春を過ぎて春の訪れ
が例年なら感じられるわけですが今年は感じられ
ません。

や商工業者もグローバル化のなかで生き残るた
めの企業再編成や開発競争にしのぎを削ってお
ります。国と国との貿易協定の締結や競争原理
が進んでどの業界も世界を相手に難しい対応を
迫られております。
これからの日本は世界との対話と協調がますま
すもとめられております。わたしたちロータリアン
も経営と奉仕の両立のためなお一層努力をしな
くてはいけないと感じました。

以上で会長挨拶といたします。

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU数 修正出席率

前回 1月31日 37 31 6（2） 89.2%

前々回 1月24日 37 34 3 100%



2. 地区米山記念奨学会委員長より、2018学年
度ロータリー米山記念奨学生の世話クラブ
並びにカウンセラー引き受け依頼の通知が
届きました。カウンセラー選出については本
日の理事役員会に諮ります。

稲垣政一幹事

鳥居輝一 会計

2月20日、口座引落の連絡です。
①12月13日 クリスマス家族会参加費

4,000円（1名） ※参加者のみ
②1月7日 新年会参加費

4,000円（1名） ※参加者のみ
③周年記念準備金

10,000円（1名）

村山茂会員 秋間忍会員 和気勝利会員
月江寛智会員 田中徹会員
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10,000円（1名）

荒牧明二会員 鈴木隆子会員 安藤譲治会員

髙木茂年度第 22回幹事報告
1. 日本事務局より、2月「平和と紛争予防/紛争
解決月間」のリソースのご案内と、出版物リ
ニューアル・新商品のご案内および、出版物
一覧表が届きました。会員各位に連絡いたし
ました。

石山桂子君

田中 徹会員 何となく68歳になりました。
秋間 忍会員 お陰様で12×6を迎えました。
村山 茂会員 誕生祝ありがとうございます。
月江寛智会員 結婚祝・誕生祝ありがとうござ
います。
安藤譲治会員 結婚祝ありがとうございます。
荒牧明二会員 結婚祝ありがとうございます。
藤﨑善隆会員 節分行事、無事に終わりました。
季節は確実に進んでいます。
大森貞男会員 フォトコンテスト、最優秀賞に選
ばれ嬉しく思います。
泉 道夫会員 職業奉仕委員会の職場訪問、
誠にありがとうございます。



年次総会 次年度理事役員選出

2018ｰ19年度 役員・理事（敬称略）

会 長 村山 茂

直 前 会 長 髙木 茂

会 長 エ レ ク ト 吉光寺政雄

副 会 長 大島三千三

副 会 長 髙木 慶一

幹 事 植竹 一裕

会 計 鳥居 輝一

S A A 秋葉 秀樹

役員

ク ラ ブ 奉 仕 大島三千三

職 業 奉 仕 石山 桂子

社 会 奉 仕 藤﨑 善隆

国 際 奉 仕 時庭 稔

青 少 年 奉 仕 安藤 讓治

ロータリー財団 荒牧 明二

理事

稲垣政一幹事より年次総会の開会が宣言され、且つ細則第4条第1節により議長はクラブ会長が務
める旨の説明があった。
髙木茂議長より議案審議に当たり細則第1条第4節により33名の出席は定足数を満たし、総会が成
立する旨の説明があった。

【第１号議案 次年度理事役員の選出】
細則第3条第１節に基づいた理事役員指名委員会の開催、及び臨時理事役員会での承認をもとに
次年度の理事役員候補者として下表の13名が発表され審議に入り、採決の結果全てが満場一致に
て承認された。
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2018ｰ19年度黒磯ロータリークラブ理事役員

村山茂 会長エレクト挨拶

次年度会長に選任されました村山でございま
す。よろしくお願いいたします。
荒井昌一副会長の急病によりこのようなことに
なった訳ですが、お引き受けした以上、私なりに
精一杯務めさせていただきますので、皆様のご
支援ご協力を心からお願い申し上げます。
先日、第1グループのIMに参加いたしましたが、
その中で、大田原中央ロータリークラブの花塚
会長が、「組織を守るのための会員増強で
はなく職業や奉仕を通して自分も地域社会も良
くなることで、自ずと会員が集まるのではないの
か云々」とおっしゃっておりました。全くその通り
だと思います。



植竹一裕 次期幹事挨拶

そうかといって、今までの活動、プログラムが不
十分だったのかと問われれば、そうではないと思
います。足りないとすれば、活動に際しての参加
者が少ない。先日のIMでも黒磯クラブの参加者
は11名でした。こうしたことが重なるうちに、活気
を削いでいくのではないでしょうか。
少々、口幅ったいことを申しましたが、クラブ活
動についてのプログラム等、ご多忙の中積極的
に参加いただけるような工夫をしながら、次年度
の計画等を作成してまいりたいと考えております
ので、重ねて皆様のご支援ご協力をお願い申し
上げ、ご挨拶といたします。

藤崎善隆 次期社会奉仕委員長

大島三千三 次期副会長挨拶

石山桂子 次期職業奉仕委員長

秋葉秀樹 次期SAA委員長

本日の年次総会において、副会長に選任頂き
ました。何分ロータリーについては勉強不足では
ありますが、皆様の御協力を頂きながら務めさせ
て頂きます。
宜しくご指導ご鞭撻のほどお願い申し上げます。
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植竹一裕 次期幹事挨拶

第二回村山年度幹事を仰せつかりました植竹
です。会長同様二度目ではありますが、再び会
長の縁の下の力持ちとなって頑張りたいと思って
おります。二度目とはいえ、一人で出来ることは
ありません。皆さまからのお助けをいただかない
と何も出来ません。改めて村山年度ご迷惑をお
かけしないように頑張りますので、ご協力よろしく
お願いいたします。

選任された理事役員（順不同 例会出席者）

時庭 稔次 期国際奉仕委員長

安藤讓治 次期青少年奉仕委員長

荒牧明二 次期ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長鳥居輝一 会計



2017ｰ18年度IM 平成30年2月4日
於 西那須野 いとう屋
黒磯クラブからは11名の方が出席されました。

1月31日欠席(敬称略)
荒井昌一・小野安正・鈴木久雄・月江寛智
福田逸男・室井次男

前回1月31日分メークアップ(敬称略)
小野安正・鈴木久雄・福田逸男・室井次男

前々回1月24日分メークアップ(敬称略)
平山博・鈴木隆子・泉道夫

次回例会 平成30年2月21日 担当 地区公共イメージ委員
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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2月7日欠席(敬称略)
薄孝明・髙木慶一・荒井昌一・室井次男
吉光寺政雄


