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第2808回 髙木茂年度 第27回 会報 2018  3 28 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28日 36 28 8(4) 87.5%

前回 3月14日 36 31 3 94.4%

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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本日お越しいただきました各団体の皆様の日
頃の活動に対し一助となればと思っております。
いよいよ春本番、靖国神社の桜の標本木ソメイ
ヨシノも満開です。桜と言えばソメイヨシノと言う品
種がよく知られておりますが、明治の中頃から桜
の中で圧倒的に多く植栽された品種で「桜が開
花した」と言う時の桜はソメイヨシノと意味するなど
現代の観賞用の桜の代表品種です。そのソメイヨ
シノも全国各地で老朽化して問題化しております。
桜などの原生種は300年を越える古木が存在して
いますが、ソメイヨシノをはじめ園芸品種の桜は
寿命が早く尽きます。
ソメイヨシノは江戸時代末に変異種を養殖して
普及させた園芸品種で各地に植えられました。
寿命は60年説が言われておりますが科学的には
解明されておりません。
現在、全国各地に植えられた多くのソメイヨシノ
は人間で言えば末期を迎えた老人であります。そ
うした中でソメイヨシノに変わる桜並木用の桜とし
て、ジンダイアケボノが静かなブームを起こしてい

ます。日本から贈ったワシントンのポトマック河畔
の桜から接ぎ木して譲り受けた桜の一本で、当
初は花の色の特徴からアケボノと名付けましたが
東京の神代植物公園にその桜があるのでジンダ
イアケボノと命名されました。ソメイヨシノに類似し
ていますが、小さい枝や葉に香りがあり、一つの
花房はソメイヨシノほど大きくならず、病気に強く
日本の道路事情にあった街路樹には最適だと言
うことで次第にソメイヨシノの後継として植栽され
はじめておりこれから桜はソメイヨシノから徐々に
ジンダイアケボノの時代になってきております。
観賞用の桜も時代に合わせた品種がこのまれ
てきており世代交代の時期を迎えております。
来週は当クラブの観桜会ですがちょうどそのこ
ろ黒磯の桜も満開になるとおもいます。夜間例
会ですので花より団子と思っております。
以上で会長挨拶といたします。

2017-2018年度 RI D2550
第1グループガバナー補佐 佐藤正一様
那須山岳救助隊
副隊長 高根沢修二様
那須保護区保護司会
会長 鈴木正義様
ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ那須塩原第１団ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊
副団委員長 薄井利男様
ガールスカウト栃木第34団
委員長 長谷川まち子様
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佐藤正一ガバナー補佐 ご挨拶

皆さんこんにちは。
過日行われましたIMには多数の皆さまのご出
席を頂き無事終了することが出来ました。御礼申
し上げます。159名の第1グループのメンバーのう
ち当日のご出席が100名ちょっと、出席率が約七
割の方にご出席頂きました。ありがとうございます。
本日はCDが出来上がりましたので持参致しまし
た。また、5月18日には第1グループの親睦ゴル
フ大会をホウライで予定しております。是非ご出
席下さい。加えて日時は未定ですが、次期会長
幹事・ガバナー補佐を交えての会議を予定して
おります。決定次第お知らせ致します。
本日はIMの御礼と言うことで参りました。本当に
ありがとうございました。

活動助成金贈呈

那須山岳救助隊副隊長高根沢修二様

那須保護区保護司会会長鈴木正義様

ボーイスカウト那須塩原第1団ベンチャー隊
副団委員長薄井利男 様

ガールスカウト栃木第34団
委員長長谷川まち子 様

第11回理事役員会報告
1. 4月例会プログラムについて
• 4月4日の例会について

親睦委員会による観桜会については、
鈴木久雄委員より予算並びにプログラム
の説明があり、米山記念奨学生、蘇呈歓
君の送別会を兼ねることで、予算並びに
プログラムが承認となりました。

• 4月18日の例会について
クラブ協議会の一項目として、「タイへの
消防自動車、贈呈式の報告と、今後の
払い下げ消防自動車取り組みについ
て」を議題とすることが承認されました。
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2. 故室井次男様、葬儀・告別式参列者のメー
キャップ扱いについて
事後承認の取り扱いとなりますが、異議
なく承認となりました。

3. 台湾東部地震災害義援金について
事後承認の取り扱いとなりますが、会員
各自より1,000円、会より一人当たり1,000
を義援金とすることが承認となりました。

米山カウンセラー 秋間 忍君
蘇呈歡君へのプレゼントの件

安藤譲治君

ご母堂様葬儀への会葬御礼

石山桂子君

・安藤譲治君
誕生祝いありがとうございます。

・村山 茂君
庭のクリスマスローズが絶好調です。

・佐藤正一様
ＩＭへの参加御礼

第 27回幹事報告
1. ガバナー事務所より4月のロータリーレートの
連絡がありました。4月のロータリーレートは1
ドル104円となります。

2. 当クラブ会員である安藤讓治様のご母堂、
安藤ハツコ様が逝去されました。ここに謹ん
でご冥福をお祈り申し上げます。黒磯ロータ
リークラブ弔慰規定に則り取扱しましたので
ご連絡いたします。

3. ガバナー事務所より、第16回高校生RYLAセ
ミナー受講生募集のお知らせが届きました。
荒牧明二青少年奉仕委員長へ連絡いたしま
した。

4. 東京ロータリークラブより、当クラブの有志が
3月7日に参加した第4636回例会会報が届
いております。回覧しますのでご覧願います。
また、参加された会員には会報をレターボッ
クスに投函しました。

5. 国際ロータリークラブより、国際大会における
クラブの信任状と投票代議員カードについて
の連絡が来ました。髙木会長に連絡いたしま
した。

6. 国際ロータリー第2550地区インターアクト委
員会委員長4月21日・22日に行われます「第
23回春の植樹デー」の通知が届きました。荒
牧明二青少年奉仕委員長に連絡いたしまし
た。

7. 那須塩原市国際交流協会広報委員会より、
国際交流協会だより48号が届きました。回覧
しますのでご覧ください。

8. 国際ロータリー第2550地区第1グループ親睦
ゴルフコンペ実行委員会より、2017-2018親
睦ゴルフ大会の連絡がありました。ゴルフ愛
好会と連携を図り詳細については後日連絡
いたします。

社会奉仕委員会 相馬征志副委員長

助成金を贈呈させて頂きました各団体様からの
ご挨拶を頂戴しました。

ガールスカウト栃木第34団
委員長 長谷川まち子様

こんにちわ。長谷川と申します。今日はご奉仕
を頂戴いたしましてありがとうございます。御礼申
し上げます。
ガールスカウトも創立25周年を迎え、記念の
キャンプを行うことができました。
相馬さんはガールスカウト発足時のロータリー
会長さんで、大変お世話になりました。月日の流
れを感じております。
私共は人数も順調に増え、栃木県で2番目の
規模となり、ヤングリーダーも7名ほど育っており、
時代にあったスカウト活動をしていきたい思って
おります。ありがとうございました。
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ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ那須塩原第１団ﾍﾞﾝﾁｬｰ隊
副団委員長 薄井利男様

こんにちわ。薄井と申します。
長年にわたりご理解をいただき、賛助金をいた
だきありがとうございます。おかげさまでのびのび
と活動することができました。
来年度も今年度同様の活動を予定しておりま
すのでよろしくお願い致します。

那須保護区保護司会
会長 鈴木正義様
こんにちわ。長年にわたり助成をいただきあり
がとうございます
那須保護区では現在66名で活動しております。
ロータリー会員の中にも保護司会員の方もおい
でになり、大変お世話になっております。
ロータリー会員であり保護司でもありました室井
次男先生には急なご逝去で衝撃を受けておりま
す。先生には薬物乱用防止のためにもご活動い
ただいておりました。哀悼の意を表します。
保護司会では犯罪や非行のない社会を目指し
ております。犯罪は減少傾向でありますが、再犯
率は依然として高い状況であります。70パーセン
トは無職者であり、過去の犯罪などの原因により
就職できず犯罪に手を染める傾向があります。
平成27年度に再犯防止のための法律が施行さ
れ、28年には具体的な活動計画が出され、それ
に基づいて活動しております。先日、協力事業
主会の総会を行い、瀬尾会長様をはじめご協力
いただいております。
保護司の活動だけでは限界があります。行政
はじめ地域の皆様のご支援ご協力が不可欠であ
りますのでよろしくお願い申し上げます。活動報
告につきましては別途お送りいたします。会報も
お渡しいたしますのでお目通しいただければ幸
いです。

那須山岳救助隊
副隊長 高根沢修二様

ご承知のことと存じますが、昨年3月27日那須
岳での雪崩事故が起こり16名の隊員中13名が救
出に向かいました。私たちが到着しましたのは発
生より3時間過ぎておりました。18分過ぎますと生
存率が落ちると言われており（18分の壁）、3時間
過ぎておりますので、時間が経過し過ぎていると
感じました。現場では2、3名の方はお顔が見えて
おりましたが血の気もない様子でありました。
合計8名の方が心肺停止ということで、8名中6
名が圧死、2名が外傷性窒息ということでありまし
た。1名だけ雪の中でうめき声をあげておりまして、
救出時は意識はありませんでしたが血の気が顔
にあり、救出いたしました。せめてもの救いと感じ
た次第です。
私共も民間でございますので、限界があります。
皆様から頂戴しました助成金につきましては、装
備の充実に充てさせて頂きたいと思っております。
ありがとうございました。

3月14日(第2807回）例会
那須塩原市長君島寛様卓話詳報

こんにちは、那須塩原市長の君島です。
本日は、歴史と伝統ある黒磯ロータリークラブ
例会にお招きをいただき、御礼申し上げます。髙
木会長を始め、クラブ会員の皆様方には、日頃
から那須塩原市政全般にわたりまして、ご理解・
ご支援をいだいておりますことに、この場をお借
りいたしまして御礼申し上げます。また、旧黒磯
市時代から今日まで、貴クラブからは多くのご寄
附を頂戴しており、心から感謝を申し上げます。
本市では、一昨年6月にオーストリア共和国リン
ツ市と姉妹都市提携を行いましたが、昨年9月に
はリンツ市からの招待を受け、私も1週間訪問し
てまいりました。その際、貴クラブのメンバーであ
る秋葉秀樹氏にも同行いただき交流を深めてま
いりました。リンツ市は歴史のある、芸術・文化の
香り高い素晴らしい都市で、工業的にも最先端
を行く企業もございます。ぜひ、皆様も、機会が
ありましたら訪問していただきたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
さて、本日は、那須塩原市の市政についてお
話する機会をいただきました。少しお時間をいた
だきお話をさせていただきます。
初めに、私の経歴からお話しを進めてまいりま
す。
生まれは、旧黒磯町ですが小中学校は那須
小・那須中を卒業し、黒磯高校、大学を経て、昭
和４６年 黒磯市役所に入所しました。教育委員
会・保健課清掃センター・都市計画課・行政課・
企画課を経て、合併協議会事務局長、企画部
長・総務部長の後、平成19年から副市長を拝命
しました。
平成17年1月1日の合併から13年目に入りまし
たが、合併までは時間が必要で、事務摺合せに
平成13年から4年かかりました。当初は、旧黒磯・
那須・西那須野・塩原で研究を行っていましたが、
途中で那須町が離脱し1市2町の合併となりまし
た。
私の公務員生活の中で記憶に残る出来事とし
ましては、平成10年の那須豪雨水害と平成17年
の市町村合併でございましたが、栗川市長さん
の突然の逝去が私の人生を大きく変えることとな
りました。
私の好きな言葉として、リンカーンの「意思ある
ところ道は開ける」を座右の銘としております。
それでは、本題に入らせていただきます。私が、
市長に就任後、早いもので年が経過いたしまし
て、折り返し点を過ぎたところでございます
実は、昨年3月にも檜山先生から例会へのお誘
いをいただきました。私ごとになりますが、頸椎の
手術を行いまして入院しており、大変失礼をいた
しました。今回、改めて、お誘いをいただき、貴
重なお時間をいただきましたこと、心から御礼申
し上げます。
私の市政運営の考え方でございますが、私は、
これまで一貫して公約の基本理念である、「市民
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優先の市政運営」「国や県、近隣市町とも絆で結
ばれた市政運営」そして、「公平 公正で健全な
市政運営」を旨とし、山積する喫緊の行政課題の
解決に向け、様々な取組みに着手してまいりまし
た。
このような中で、多くの公約事業を掲げ、平成
29年度に策定しました、「第二次那須塩原市総
合計画前期基本計画」の重点プロジェクトに位置
付けた「重点事業」にも確実に着手してきたところ
です。

君島寛市長
（パンフレット写真より）

将来都市像である
「人がつながり 新しい力が湧きあがるまち 那
須塩原」
の実現に向けて確かな一歩を踏み出すことが出
来たと自負しております。平成30年度におきまし
ても、初心を忘れることなく、公約に掲げた基本
理念のもと「首尾一貫したゆるぎない市政運営」
により、多くの市民の皆様からの負託にしっかりと
お応えするとともに、より一層力強く「県北の中心
都市」としてふさわしいまちづくりに取り組んでま
いります。
さて、本市におきましても少子高齢化という社
会構造の大きな変化を受け、緩やかながらも人
口は減少し、地域経済の縮小や、街中における
賑わいの喪失などといった状況が目に見えて現
れています。こうした状況を受け、様々な喫緊の
課題に対し、果敢に挑み、少子化と人口減少を
確実に食い止めるとともに、地域の賑わいを取戻
し、私たちが目指すまちの将来像を実現するた
め、第二次総合計画前期基本計画の2年目とな
る今年は、「地域力の向上」、「魅力の創出」、「未
来力の育成」、「都市力の成長」の4つの重点プロ
ジェクトを強力に進めます。
具体的には、地域力向上プロジェクトでは、誰
もが安心して生活できるつながりのあるまちを目
指します。魅力創出プロジェクトでは、地域資源
が輝き産業が元気なまちと交流が生まれ人が元
気なまちを目指します。未来力育成プロジェクト
では、未来を拓くこどもが生まれ育つまちを目指
します。そして、都市力成長プロジェクトでは、県
北の中心都市にふさわしいまちを目指します。
それぞれの重点プロジェクトに掲げた重点事業
を市民の皆さんとの協働により、そして市役所全
庁を挙げて分野横断的にひとつひとつ着実に取
り組み、その成果を市民の皆さんに実感していた
だけるよう努めていきます。

このような考えのもと、平成30年度の事務事業
推進のキーワードを「選択と集中」とし、これまで
以上に必要性や有効性、費用対効果の視点か
ら事業を「選択」するとともに、わたし自身の公約
実現のための事業のほか、第二次総合計画前
期基本計画の重点プロジェクトに位置付けられ
た事業を中心に、未来に向けた投資を集中的に
行い、事業の早期完了、成長力の確保、市民生
活の安全安心の向上に取り組んでいくための予
算としました。その結果、平成30年度一般会計当
初予算は475億2千万円、29年度比でマイナス2
パーセント、9億5千万円の減となりました。
そして、新年度予算のタイトルを「人とまち 安
心 活力創出予算」といたしました。
平成30年度当初予算の中で特徴的なものとし
て、2020東京オリンピック・パラリンピック後に新
庁舎建設事業を先送りしておりましたが、2021着
工予定を目指した基本計画策定のため、庁舎準
備室を設置いたします。
そして、企業立地対策では、雇用の場の創出
のため、高林地区に県開発公社から取得した用
地造成のために特別会計を組み、基本設計に
着手します。昨年4月には、企業立地促進条例
制定を行い優遇措置もございますので、設備投
資をご検討の際には是非ご活用ください。
社会資本整備のうち、黒磯駅周辺都市再生整
備計画事業では、県道黒磯停車場線（黒磯本通
り線）を県事業でお願いし、交流センター、駅前
広場、図書館、東西跨線橋を整備いたします。
工事に入りご迷惑をお掛けしますが、駅周辺の
賑わいの創出のため、ハードだけでなくソフト事
業にも力を入れてまいりたいと考えております。

工事の進む黒磯駅前

黒磯駅から青木そして板室温泉へは、アートを
活かしたまちづくりに取り組んでいるところです。
青木道の駅近くには、奈良良知さんの美術館Ｎ’
ヤードが開館し、板室までの点を線で結ぶ構想
でございます。



3月28日欠席(敬称略)
豊田哲司・泉道夫・瀬尾紀夫・荒井昌一
鈴木隆子・髙木慶一・月江寛智・檜山達郎

前回3月14日分メークアップ(敬称略)
澤田吉夫・安藤讓治・戸野俊介

次回例会 平成30年4月4日 担当 親睦委員会
観桜会 18時 点鐘 会場 石山

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 6

まだまだ多くの事業がありますが、新年度予算
につきましては、開会中の3月定例市議会に提案
しており、16日最終日に議決を受け正式にスター
トとなります。
これからも、本市の持つ多彩な産業や、広域的
な交通網が形成されているなどの地域資源を有
していますので、これらを活用することにより本市
の魅力を更に高め、名実ともに、県北の中心都
市、「栃木県の北都」となるべく、まちづくりを進め
てまいります。小山市は「南都」、本市は「北都」
で売り出そうと、小山市長と取り組みを行っている
ところですので、黒磯ロータリークラブ様のご理
解・ご支援をお願い申し上げます。
本日は、大変雑駁な内容で申し訳ございませ
んでしたが、ご清聴ありがとうございました。
結びになりますが、黒磯ロータリークラブ様の
益々の御発展と会員のみなさまのご健勝をご祈
念申し上げます。
ありがとうございました。

また、結婚支援としまして、昨年7月市結婚サ
ポートセンター開設してお見合い事業を行って
おりますが、本年3月には県の結婚支援センター
を併設することとなりました。県南の小山市に次
いで、県北では本市が手を上げ、県システムを
使い、結婚の機会を増やす試みを進めておりま
す。
JR６社によるとちぎデスティネーションキャン
ペーンにも力を注いでおり、2月には総決起大会
を開催しました。4月～6月は県とも協力し、誘客
に全力を挙げてまいります。外国からのインバン
ド対策も、以前から上海事務所を構えております
が、心からのおもてなしが必要なことから、4年前
から観光局を設置しており、観光協会・商工会と
も協力して全国への魅力発信を行ってまいります。
そして、市内に転入する人を増やすには、3つ
の条件があると考えており、医療の充実・教育の
充実・雇用の場作りが必要となっております。そ
のうち、学校教育充実につきましては、小中学校
エアコン設置事業、小中学校トイレ洋式化、英語
教育の充実、ALT全校配置など県内先進的な取
り組みを行っております。なお、老朽体育館建て
替えでは、市内で一番古かった黒磯中学校を平
成30年度に、次年度には埼玉小学校を実施する
予定でおります。将来をになう子どもに投資し、
将来は那須塩原市に戻り、地域に貢献してもら
えることを期待しています。
先日の新聞報道では、本市の待機児童が50人
で県内で一番多いとのことでございました。子育
て環境の充実ということで、この4月には国際医
療福祉大学病院に定員120名の認定こども園
「キッズハウス」が開園いたします。また、同病院
では、病児病後児保育も併設し、来年度には菅
間記念病院でも始まる予定となっております。
農業につきましては、基幹産業のひとつの米政
策で大転換があり、農家にとって厳しいものとなり
ます。関係団体 ＪＡさんと連携して対応していき
たいと考えております。酪農業では「生乳生産本
州一」をもっと売り出す努力していきたい。9月2
日を「牛乳の日」として登録しましたが、市内の牛
乳が全国で販売出来るといいと考えています。


