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割烹石山 那須塩原市本町 5-5

第2807回 髙木茂年度 第26回 会報 2018 3 14 司会 藤﨑善隆 君

出席報告 出席委員会 小野安正 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 3月14日 36 30 6(1) 88.6%

前回 3月 7日 36 24 6 94.4%

前々回 2月28日 36 31 5 100.0%

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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本日は君島市長におかれましては公務で何か
とお忙しいなか黒磯ロータリークラブの例会にご
出席していただき誠にありがとうございます。
春一番が吹き一雨ごとに春が近づいてきました。
東京では早くも3月21日に桜の開花が予想され
ております。3月21日は春分の日「昼と夜の長さ
が等しくなる日」と言われており、春分の日を過ぎ
るとだんだん昼の長さが伸び、夜は短くなります。
冬も終わり春の嵐と共に、だんだんと暖かい気候
に移り変わっていく季節です。寒さも彼岸までと
言う言葉の通り春分の日を過ぎるといよいよ春本
番です。
平安の昔、御所の梅が枯れたので、ある家に
見事に咲く梅を見つけて移して植えたら、その枝
に家の主の歌が結びつけてありました。その歌は

「勅なればいともかしこし鶯の宿はと問はば
いかが答えむ」
その意味は、「天皇の仰せですから従いますが、
毎年来る鴬がやってきて、私の宿はどこに行っ
たの、と聞かれたら何と答えますか。」というもの
です。
天皇は深く感じて木を返したそうです。主の歌
は万葉集の春の歌では、よく歌われた題材で梅
は春先に一番最初に花をつける植物で、鶯は
ホーホケキョと鳴き声で春を告げる鳥です。
この故事にもあるように、梅と鶯の取り合わせは
よいたとえとして古くから伝えられております。し
かし実際は、梅に鶯ではなく「梅にメジロ」のこと
が多いそうです。もえぎ色の羽で目がくりくりした
かわいいメジロは、花のミツが好きで梅の木に良
くきますが、鶯の羽は地味な茶系で警戒心が強
く声は聞こえてもなかなか姿は見られない鳥で
す。「梅に鶯」は、鶯の美声とメジロの美形を重
ねる「いいとこ取り」は、梅の色香と相まって早春
のイメージが意識に表れた情景として昔から絶
妙にブレンドされてきたようです。
この季節に和菓子屋さんに並ぶうぐいす餅もメ
ジロの羽のような色が多いように思われますし、
花札で「梅に鶯」がありますがよく見ると眼のふち
は白くないがメジロのように見えます。いつの時
代も第一印象は心を動かされるものです。
梅の開花前線も北上中で、私の庭の梅のつぼ
みもだいぶ膨らんできました。
以上で会長挨拶といたします。
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大島三千三会員 泉道夫会員
（安藤讓治会員）

荒井昌一会員 澤田吉夫会員

米山カウンセラー 委嘱状伝達

米山記念奨学会
カウンセラー 平山 博 君

那須塩原市長 君島 寛 様

那須塩原市企画部秘書課長 磯 眞 様

米山記念奨学生 蘇 呈歡 君

皆さん、こんにちは。
今日は、私奨学生として黒磯ロータリークラブの
例会に参加する最後の例会です。4月からもう奨
学生ではなく学友になります。2016年4月に、大
学の3年生になってから、私はロータリー米山記
念奨学生にもなりました。2年間は本当にあっとい
う間に過ぎました。大学生の生活も奨学生の生
活もそろそろ終わりです。
今までの留学生生活を振り返ると、奨学生に
なって本当に良かったです。奨学生になる前の
生活はほぼ勉強、アルバイトと寝るしかありません
でした。留学すべての費用は自分で負担するた
め、おかゆとキムチだけで生活する時期があり、
20日間連勤もありました。印象に残ったのは業務
スーパーで買ったキムチを1週間で3キロを食べ
たことです。生活範囲は家、スーパー、バイト先と
学校しかありませんでした。奨学生になってから
自分の生活はかなり変わり、豊富になりました。
まず、月々もらった奨学金は経済的に多少余
裕ができ、勉強や日本人友達との交流時間が増
えました。留学の目的は知識以外、日本の文化
も体験し、勉強することです。したがって、その時
間を利用し、日本の文化や日本人の考え方も勉
強しました。

そして、ロータリークラブの様々な活動に参加す
ることによって自分の視野も広げました。例えば、
月々の例会または台湾のロータリークラブとの交
流会などです。従来の学校・バイト先・家という生
活と違ってロータリアンまた高校生など、普段出
会わない人との交流ができました。留学生活は
色を付けられて豊富になった。
この二年間、私は米山記念奨学生になり、
様々なことを教われ、恩恵を受けました。なので、
将来、社会のために、次の世代のために、ロータ
リークラブの精神を忘れずに貢献したいです。
4月以降の予定ですが、最近いろいろ考え、内
定を辞退しました。これから、また就職活動を続
け、自分がしたい貿易または食料関連の仕事を
探す予定です。
今までいろいろお世話になっております。あり
がとうございます。
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稲垣政一幹事

大島三千三国際奉仕副委員長

昨年度、那須塩原市より譲り受けた消防車を
ＲＩＤ３３５０地区（タイ）に寄贈する事業を宇都宮
ＲＣの事業に協力頂き進めて参りました。
3月1日～4日の日程で消防車寄贈式に行って
参りました。黒磯ＲＣから髙木慶一会員と大島三
千三の2名参加、宇都宮ＲＣから印出井会長と4
名の会員の参加で合わせて7名でバンコク・パト
ムワンＲＣを訪問して参りました。また、消防車贈
与契約書には、髙木茂会長の代理として髙木慶
一パスト会長に調印して頂きました。

村山茂会長エレクト

髙木茂年度第 26回幹事報告
1. （公財）ロータリー米山記念奨学会事務局よ
り、「カウンセラーの所見」の案内が届きまし
た。次期カウンセラー平山博会員に連絡しま
した。

2. （公財）ロータリー米山記念奨学会事務局よ
り、2018-3終了奨学生のカウンセラー対象ア
ンケートのお願いが届きました。高木茂年度
カウンセラーである秋間会員に連絡いたしま
した。

3. （公財）ロータリー米山記念奨学会事務局よ
り、ハイライトよねやま216号が届いておりま
す。また、那須塩原市国際交流協会より、那
須塩原市 ・ リンツ市姉妹都市文化交流事業
「滑川真希＆デニス ・ ラッセル・ディヴィス ピ
アノデュオとトークのタベ」 のご案内届いて
おります。公益社団法人被害者支援セン
ターとちぎより、広報誌「センターニュース
NO25」届きました。回覧しますのでご覧くだ
さい。

4. 日本事務局より、3月「水と衛生月間」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。鈴木隆子社会奉仕委員長に連絡しま
した。

5. ガバナー事務所より、2018学年度カウンセ
ラー・米山奨学生オリエンテーションの案内
が届きました。次年度カウンセラー平山博会
員に連絡いたしました。

6. ガバナー事務所より、会員増強親睦ゴルフコ
ンペ並びにバレンタイン・コンサートについて
の地区行事のアンケート調査のお願いが届
きました。高木茂会長へ連絡いたしました。

7. ガバナー事務所より、「ロータリーの友」アン
ケート依頼が届いております。相馬征志雑誌
委員長に連絡いたしました。

8. ガバナー事務所より、次期職業奉仕委員長
様へアンケートのお願い文書が届きました。
植竹次期幹事に連絡いたしました。

9. ロータリー米山記念奨学会より、米山記念奨
学生受け入れに関する委嘱状が当クラブ並
びにカウンセラー平山博会員に届きました。
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去る3月11日（日）宇都宮グランドホテルにて開
催された、2018-19年度国際ロータリー第2550地
区会長エレクト研修セミナーについて報告いたし
ます。
国際ロータリー会長 バリー・ラシン

（East Nassauロータリークラブ：バハマ ニュ
ープロビデンス島）
国際ロータリーテーマ

「BE THE INSPIRATION」：インスピレーション
になろう

創始者のポール・ハリスは、1900年の夏
のある日、弁護士の友人からその家の
晩餐に招待されました。食事後二人は
連れ立って附近の街頭を散歩した際、
その途々種々の商店や事務所を訪問し、
その都度毎にポールはこの友人から各
店の主人に紹介されました。友人が近
隣の実業家たちの間に、多くの良い知
人関係を築いていることに深い感銘を受
け、そのことがロータリー創立という閃き
（インスピレーション）につながった。

第2550地区会長 伊東 泳峯(えいほう)
（宇都宮西ロータリークラブ）
地区目標

ポールを語ろう・・・それは一人のインス
ピレーションから始まった

① ポール・ハリス生誕150周年記念事業の実施
ポール・ハリスが昭和10年2月9日東京
ロータリークラブを訪れた際、帝国ホテ
ルに月桂樹を植樹しました。その子孫の
苗木を宇都宮グランドホテルの庭園に
植樹する。

② ロータリー財団への支援
150ドル＋30ドル（ポリオプラス）＝180ド
ル/1人

③ 米山記念奨学会への支援
19,000円/1人

④ RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）の推
進
各クラブの特徴を取り入れながら、クラブ
やロータリアンの理解や指導力を高める
活動

⑤ 1クラブあたり2名の会員純増目標
⑥ 出席率向上とメークアップの奨励
⑦ ロータリー会長特別賞をめざしましょう

※上記地区目標は、2018-19年度の収支計画と
ともに本セミナーにおける議決事項として
満場一致で承認された。
以上、2018-19年度会長エレクトセミナーの報
告といたします。

福田逸男会員増強委員長

会員増強委員会炉辺会議を3月28日18時より
石山にて行います。関係の方は出席をお願いし
ます。

石山桂子君

桧山達郎君
那須塩原市長君島寛様、ようこそ。
鈴木隆子君
いい季節になりました。色とりどりの花が楽しみで
す。
髙木慶一君
3/4タイ国より無事帰国しました。国際交流を深
めてまいりました。
村山 茂君
2018−19年度会長エレクト研修セミナーに参加し
てまいりました。いよいよです。
福田逸男君
孫娘２人、希望通り高校・大学に進学しました。
津久井誠二君
長女が無事に志望高校に合格しました。
植竹一裕君
初孫が産まれました。
大島三千三君
誕生祝いありがとうございます。
泉 道夫君
誕生祝いありがとうございます。
佐藤 博君
暑さ寒さも彼岸迄と良く言いますネ！

豊田哲司親睦委員

親睦委員会より、次回例会が再来週の為、理事
役員会での承認前ではございますが、4月4日の
例会は、会場石山にて観桜会となります。現在、
出欠確認を回覧中ですので、出欠記入をよろしく
お願い致します。



3月 7日欠席(敬称略)
荒井昌一・植竹一裕・小野安正・黒澤洋一
佐藤博・澤田吉夫・鈴木久雄・瀬尾紀夫
相馬征志・髙木慶一・月江寛智・津久井誠二
時庭稔・戸野俊介・豊田哲司・鳥居輝一
檜山達郎・村山茂

前回 3月 7日分メークアップ(敬称略)
植竹一裕・澤田吉夫・鈴木久雄・相馬征志
髙木慶一・津久井誠二・時庭稔・戸野俊介
鳥居輝一・村山茂

前々回 2月28日分メークアップ(敬称略)
安藤讓治・吉光寺政雄・津久井誠二
藤﨑善隆・小野安正

次回例会 平成30年3月28日 担当 社会奉仕委員会

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 5

3月14日欠席(敬称略)
荒井昌一・澤田吉夫・安藤讓治・吉光寺政雄
秋葉秀樹・戸野俊介

檜山達郎会員選考／職業分類委員長

当日は、市議会開会中のお忙しい中にも関わ
らす、君島寛那須塩原市長にお越し頂き、那須
塩原市政の現状と展望についてお話し頂きまし
た。卓話の内容につきましては次号以降に掲載
予定ですのでご期待下さい。

君島寛 那須塩原市長

当日配布された資料

市政の重点課題に
も説明が及びました


