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挨拶の最初に、室井次男会員の突然の訃報に
ついて話すのは誠に悲しいことであります。室井
さんは17日の早朝、重症性肺炎で急逝されまし
た。癌も克服し、例会には元気な姿で出席され
ておりました。ゴルフなども地区大会で優勝され
るなど今後のご活躍を期待しておりましたので、
いまだに信じられません。大切な会員を失うこと
はクラブにとって大変な損失であります。室井会
員のご冥福をお祈り申し上げます。
2月18日には提唱宇都宮東ロータリークラブに
よる、宇商マーキュリーインターアクトクラブの認
証状伝達式が催され出席してまいりました。創立
117年を迎える宇都宮商業高等学校には、大勢
の来賓、県内各地のクラブ、地区内のインターア

弔 辞

故 室井次男会員
例会にて全員で黙祷

黒磯ロータリークラブ会員、故室井次男様のご
霊前に、黒磯ロータリークラブを代表して哀悼の
意をあらわします。
会員一同突然の訃報に接して悲しみに包まれ

出席報告 出席委員会 泉 道夫 君 （出席規定の免除会員数4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21日 36 26 10（2） 77.8％

前回 2月 7日 36 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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の来賓、県内各地のクラブ、地区内のインターア
クトクラブの出席のもと盛大に開催されました。
「マーキュリー」という意味は、ギリシャ神話に出
てくるマーキュリーと言う旅人の名前で、町から町
へ旅をしながら物を売る商人で商売の神様とし
てあがめられている人物だそうです。県内のイン
ターアクトクラブの活動と交流がますます活発に
なることを期待しております。
まだ寒い日が続いておりますが、体調を崩さな
いように、健康管理を怠らないようにしましょう。寒
い日はどうしてもストーブやエアコンを必要以上
に効かせて暖をとりたくなります。過剰な暖房は、
エネルギーの無駄使いであるばかりではなく健
康にとってもよくありません。室温は薄着の時は
24度ぐらい、厚着の時は22度ぐらいが、個人差
はありますが最適な温度のようです。
以上で会長挨拶といたします。

会員一同突然の訃報に接して悲しみに包まれ
ております。
ご遺族の皆様に心からお悔やみ申し上げます。
室井様は、以前がんの手術を受け治療に専念
され現在は二か月に一回の通院で経過観察に
まで回復され、例会にもお元気に出席されており
ました。この間は、地区のゴルフ大会で優勝した
り、奉仕と友情を大切にする方でした。これから
のロータリークラブの活動には、なくてはならない
存在で、誠に残念でなりません。どうか安らかに
お眠りください。
ここに室井次男様とのお別れに際し、黒磯ロー
タリークラブ会員一同心からご冥福をお祈り申し
上げ、お別れの言葉といたします。

平成30年2月21日
黒磯ロータリークラブ 会長 髙木茂



米山記念奨学生 蘇 呈歡 君

吉光寺副会長より奨学金の贈呈

第１0回理事役員会報告
1. 3月例会プログラムについて
• 3月7日25回例会につきましては、和気勝利
SAA委員長より東京RC訪問についての詳細
と予算の説明があり、異議なく承認となりまし
た。

• 3月14日26回例会につきましては、第9回臨時

最後に、最近インフルエンザ、風邪や花粉症な
どの病気が流行っています。私も卒業論文を提
出した翌日に風邪をひいてしまいました。皆さん、
病気にならないように、予防をしっかりしてくださ
い。
ご清聴ありがとうございました。
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• 3月14日26回例会につきましては、第9回臨時
理事役員会にて既に外来卓話として承認済
みであります。

• 3月28日27回例会につきましては、各ボラン
ティア団体の外来卓話と各50,000円の助成が
承認となりました。

2. クリスマス家族会及び新年会、決算報告
• 安藤讓治親睦委員長より、クリスマス家族会
及び新年会、決算報告があり異議なく承認と
なりました。

3. ホームページ契約更新について
• 異議なく承認となりました。
4. 2月28日、第24回例会（担当委員会スマイル
ボックス）外来卓話の件

• （有）阿久津左官店 代表取締役 阿久津一
志様の外来卓話が承認となりました。

5. 2018学年度ロータリー米山奨学生受け入れ
及びカウンセラー選出について

• 次年度、新規米山奨学生の受け入れが承認
となりました。またカウンセラーについては平
山博会員が選出となりました。

6. タイでの消防自動車贈呈式、参加への助成
金について

• 60,000円助成することで承認となりました。

髙木茂年度第 23回幹事報告
1. 当クラブ会員である室井次男様が、2月17日
早朝に御病気のため急逝なされました。心よ
り哀悼の念とご冥福をお祈りいたします。2月
20日、21日に通夜式、葬儀告別式が執り行

皆さん、こんにちは。ここでスピーチすることは
久しぶりです。
まず、私の近況について報告させていただきま
す。今月の頭に「日本とマレーシア両国間貿易
における日本・マレーシア経済連携協定の締結
の影響分析」をテーマとした私の卒業論文を無
事に完成し提出しました。問題がなければ卒業
できます。そして、2月5日月曜日に台湾のロータ
リークラブとインターアクトの方々が2550地区に
訪問しに来ました。私はボランティアの通訳として
交流会を参加しに行きました。その交流会で台
湾のロータリアンや学生との交流ができました。
そこで30万ドルを寄付して事業に成功したロータ
リアンとも出会って嬉しかったです。「お金を沢山
稼いだことは幸福ではない。他人に必要だとされ
たことは幸福です」という言葉は台湾のロータリア
ンに教わりました。非常に印象に残りました。将
来、もし私も他人にとって不可欠、必要な人にな
れれば良いなと思っています。
次に、私の進路についてです。卒業論文もう提
出したので、4月までは少しい時間がありますから、
この時間を利用してもう少し仕事を探しに行こうと
考えています。まだであったことがない会社とか、
まだ知らない事業とか、その中で、自分がもっとし
たい仕事と出会えるかもしれません。これからも
頑張ります。



ﾛｰﾀﾘｰ財団研修会報告 村山 茂 君

石山桂子 君

われ、当クラブ慶弔規定に従い取扱ました。
2. ガバナー事務所より、会長エレクト研修セミ
ナーの開催の連絡がございました。村山茂
会長エレクトに連絡しました。

3. 2018-2019年度版ロータリー手帳予約受付
の案内が届きました。ロータリー手帳購入一
覧表を回覧しますので買上の方は○ 必要
のない方は×を記入願います。なお、予約
期限の関係上25日を〆切とさせて頂きます
ので、未記入の方は25日までに幹事まで連
絡ください。

4. 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。

5. 那須ガーデンアウトレットより特別優待券が
届いております。数に限りがありますがご希
望の方は幹事に申し出ください。
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去る2月11日（日）に開催された第2550地区ロー
タリー財団研修会について報告いたします。

本研修会出席により、2018-19年度ロータリー
財団補助事業への参加資格認証
今後の主な手続き等

• 3月1日～31日 MOU（覚書）の提出
• 3月1日～4月25日 事業計画並びに補助金
申請書の提出

• 7月下旬～9月下旬 補助事業の認証及び補
助金の支給

以上、ご報告いたします。なお、本件についての
手引書を受領してまいりましたので、詳細につい
てはそれをご覧ください。

ＳＡＡ委員長 和気勝利 君

東京ロータリークラブ例会参加の件
本日をもって申し込みを打ち切ります。尚、当日
やむを得ぬ事情で欠席となる場合には必ずＳＡ
Ａ和気迄連絡を。

平山 博 君
村山次年度会長英断に敬意を表して。

村山 茂 君
故室井次男会員のご冥福をお祈りいた
します。

地区公共イメージ委員 秋間 忍 君

2018-19年度地区の公共イメージ委員会に出
向することになりました秋間忍です。折しも、去る
2月17日（土）に宇都宮グランドホテルにて
「2018-19年度地区チーム研修セミナー」が開催
され、私も出席して参りました。



一方、黒磯ロータリークラブが世話クラブを務
めて参りました米山奨学生蘇呈歡君がこの３月
で宇都宮大学を卒業し、奨学生を修了するにあ
たり、去る２月12日（月）宇都宮市ホテルニューイ
タヤで米山記念奨学会平成２９年度修了者歓送
会がありました。蘇呈歡君とカウンセラーの秋間
も出席して皆で新しい門出を祝いました。その折、
奨学生には修了証、カウンセラーには感謝状が
授与されましたのでこの場をお借りしてご報告い
たします。長い間皆様のご支援、ご協力ありがと
うございました。なお、蘇呈歡君の最終例会出席
日は3月14日（水）です。
残りの時間を最近気なる数字と働き方改革の
キーワード、技術革新の話をさせていただきます。
日本の少子高齢化ですが、2020年には日本の
女性の半分が５０歳以上に、2022年には３世帯
に１世帯が一人暮らしに、そして2024年には全
人口の3分の１が６５歳以上になります。
このように働き手の減少、人手不足を前提にし
て日本の将来に活路を見出そうとすれば、人工
知能（AI）に代表される情報技術（IT）の活用を
模索するというのが必然です。自動運転の車が
公道を走るのは時間の問題でしょうし、他にも意
外なところにまでITの活用が進んでおります。
例えば、アメリカ最大の投資銀行である「ゴー
ルドマン・サックス」のニューヨーク本社では、
2000年に600人いたトレーダーが2017年には2人
になったそうです。また、日本では保育を取り巻
く状況に依然として課題が残っていますが、その

恥ずかしながら、公共イメージ委員会が何をす
る組織なのかもよく分からないまま出向しておりま
したが、卯木公共イメージ委員長のご指導も
有りまして少しづつではありますがお役目を理解
しつつあります。
よく我々が「〇〇のPR」とか「商店街のPR作戦」
といった具合でPR（ピーアール）という言葉を
使っておりますが、PRはPublic Relationsの略
であることからもPublic Image がある種の広告宣
伝活動を象徴する言葉として生まれたことが類
推されます。とにかく、ロータリーを多くの人に
知ってもらって会員拡大につかがるような活動が
期待されていると受け止めております。及ばずな
がら皆様のご期待に沿うべく努力して参りますの
でご支援、御協力のほどよろしくお願い申し上げ
ます。
各クラブにとって会員拡大が大きなテーマであ
るにしても、ロータリーが目指す理念や実績を地
域の人々にもよく知っていただき、これに共感す
る人材をクラブ会員として迎え入れるといった入
会パターンが理想的です。当然のことながら、
我々一人一人が常にロータリーのイメージを担う
代表者であるという自覚を持って行動することが
期待されています。

2月21日欠席(敬称略)
荒井昌一・植竹一裕・鈴木隆子
津久井誠一・佐藤博・相馬征志・時庭稔
黒澤洋一・藤﨑善隆・髙木茂

前回2月7日分メークアップ(敬称略)
薄孝明・室井次男・髙木慶一・吉光寺政雄

次回例会 平成30年2月28日 担当 スマイルBOX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 4

一つに保育所入所選考の複雑さがあります。こ
れを解決するため、「AIを用いたマッチング技術
による保育所入所選考」の実証実験が行われ、
さいたま市の児童約8000人の保育所入所選考
をわずか数秒で算出することが可能になったと
のことです。
否応無し、働き方を変え、人手不足を解消する
ための道具の筆頭は人工知能（AI）と思われま
すが、ロボテック・プロセス・オートメーション
（RPA）や私が関心を寄せているソースコード・
ジェネレーション（SCG）も注目せべきIT分野だと
考えております。
ご清聴ありがとうございました。


