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第2812回 髙木茂年度 第31回 会報 2018 5 9 司会 秋葉秀樹 君

出席報告 出席委員会 大島三千三君 （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 5月 9日 36 30 6(1) 86.1%

前回 4月25日 36 35 6 97.2%

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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5月5日は国民の祝日「こどもの日」二十四節気
では「立夏」で夏も近づいてきました。わたくしの
家業はお茶の販売もしております。いよいよ新茶
の季節になって味のわかる方にとってはうれしい
季節です。わたくしどもの仕入れ先は静岡です。
静岡県は、日本有数のお茶の産地ですが、しか
し、江戸時代までは、お茶と言えば宇治の独占
で将軍家が飲むお茶はわざわざ宇治から運ん
できました。静岡茶がお茶の産地として発展した
のは明治以降のことでした。
発端は失業対策事業だったようです。明治時
代になると交通の要所だった大井川の人足たち
が失業したからです。江戸時代、徳川幕府は江
戸防衛のため大井川には橋を架けなかったため
大勢の人足が働いておりました。明治時代にな
ると渡し船に変わり大勢の人足が失業し、加えて
徳川将軍家に仕えていた家臣団が江戸から
戻ってきて失業者が町にあふれてしまいました。
静岡が茶の栽培に適した土地であったためこれ
らの失業者の多くは茶の栽培をはじめ飛躍的に

生産量を伸ばし現代に至っておるわけです。日
本茶の生産量一番は静岡県、二番は鹿児島県、
三番は三重県で毎年不動の生産量を誇っており
ます。
しかし時代の流れで現在はペットボトルに押さ
れ、お茶の業界は低迷しており、お茶を原料とし
て現代人の嗜好に合わせたいろいろな利用方法
を工夫しているのが現状です。
以上で会長挨拶といたします。

米山記念奨学生
宇都宮大学農林共生社会学博士課程2年
権 鎬珍 (クォン ホジン) 君

はじめまして。今年からロータリー米山記念奨
学生として選ばれました、権鎬珍(クォン ホジン)
と申します。出身は韓国で、現在東京工業大学
農学研究科博士課程2年で、宇都宮大学の研究
室に所属しております。知的財産が大規模農家
に与える影響について研究しております。趣味
は週末宇都宮大学のグラウンドでサッカーをして
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2. 国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料
室より、5月「青少年奉仕月間」のリソースの
案内および出版物一覧表が届きました。荒
牧明二青少年奉仕委員長へ連絡しました。

3. 新旧理事役員及び委員会引き継ぎを6月6
日午後6時30分より石山にて開催しますが、
引き継ぎ後に慰労会を開催します。引き継ぎ
に関しては参加できない方は必ず代理人を
立ててください。慰労会に参加できない方は
今月末日までに幹事までご連絡ください。会
費は4,000円を予定しております。

4. 那須塩原市国際交流協会より、平成29年度
総会資料と英会話教室開催の案内が届いて
おります。回覧しますのでご覧ください。

5. 本日例会終了後に理事役員会を開催します。
理事役員の方はお残り下さい。

髙木 茂 君 髙木 慶一 君 田中 徹 君

植竹一裕次年度幹事

次回例会5月16日、例会前17：30より次年度理
事役員会を行いますので、理事役員の方はお集
まり下さい。

おります。
日本に来てはじめは、日本語の勉強から大学、
修士の勉強をしてきましたが、生活のほとんどの
時間は学校とアルバイトで精一杯でした。今回、
奨学生として選ばれたことをきっかけに、研究に
更に専念することはもちろん、ロータリークラブの
皆さんと交流しながら日本の社会を更に深く理解
できればと思います。
どうぞよろしくお願い致します。

髙木会長より奨学金の授与

吉光寺政雄副会長

プログラム委員長の佐藤博さんからプログラム
の作成依頼を受けている吉光寺です。
5月のプログラムを作成しましたが、持参するの
を忘れてしまいました。次週は持参致します。ご
迷惑おかけいたします。

髙木茂年度第 31回幹事報告
1. ガバナー事務所より5月のロータリーレートの
連絡がありました。5月のロータリーレートは1
ドル108円となります。



3

石山桂子君

髙木 茂君
結婚35年になります。
田中 徹君

結婚39年達成！忍耐強い妻に感謝。
秋間 忍君

連休もおわりました。
鈴木久雄君

目標達成！
平山 博君

米山奨学生宜しくお願い致します。

クラブ奉仕委員会

親睦委員会 安藤譲治委員長

高木茂年度、親睦委員長の安藤です。
今年度は私の他、副委員長に澤田吉夫さん、
委員に鈴木久雄さん・石山桂子さん・豊田哲司さ
んの5名で頑張ってまいりました。会員とその家
族の一層の親睦を図るため、各種親睦行事を企
画運営してまいりました。
まず、会員の誕生・結婚祝いには、澤田さんの
美味しいお米をプレゼントさせて頂きました。また、
各親睦行事は、10月18日観月会、KATSUTAYA
にて、船生カブキで盛り上がりました。12月13日
クリスマス家族会、りんどう湖ロイヤルホテルにて、
豊田総支配人がポコピカソンなどのいろいろなア
トラクションを用意して頂きました。1月17日新年
会、石山にて、広報委員会によるデジタルフォト
コンテストや恒例の餅つきで楽しみました。4月4
日観桜会、米山奨学生の蘇呈歡君の送別も兼
ねて、石山にて開催しました。オノーレ・カンバ・
バンビーノの子供達による演奏に癒やされました。
今年度の親睦委員会の行事も、皆さまのご協
力により無事に執り行うことが出来ました。ありが
とうございました。

出席委員会 時庭 稔委員長

プログラム委員会 佐藤 博委員長

高木年度は会長の意向を受け、2016年定款細
則変更を採用して、クラブ創立以来初めて月3回
の例会とした。長年の毎週例会の慣例を外れ戸
惑われた方も多かったようです。
さて、高木年度のプログラム作成に当たっては
相当知恵を絞りました。月江副委員長に全てを
お願いしたのが実態でしたが、ＲＩ・地区・第一グ
ループ・クラブ内の情報を広く把握して頂きなが
ら出来た次第です。
私は月江さんに依頼するだけの委員長でした。
その他は現況報告書70ページに記載してありま
すが、途中一部入れ替えがありましたがプログラ
ムは順調に推移しております。

広報委員会 秋間 忍委員長

本年度の計画実施状況について
①出席率１００％という目標達成に向け最後まで
よろしくお願いします。今後、各委員会での事業、
ミニ炉辺会を開催し積極的な参加をお願いいた
します。
②ＳＡＡと連絡を密にして無断欠席「0」を目指し
ました。その結果、食事の無駄をなくなり経費の
節約に繋がりました。
高木年度も残すところ５回の例会です。
皆様よろしくお願いいたします。

広報委員会は、秋葉秀樹副委員長、津久井誠
二委員と委員長の秋間忍、計三人の委員会構成
です。
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本年度は当初の事業計画どおり、こまめなホー
ムページの更新（次回例会の案内他）、マンネリ
打破のデジタルフォトコンテスト（いいね！賞の新
設）、フェイスブックなどSNS（ソーシャル・ネット
ワーキング・サービス）の活用（当クラブのホーム
ページにフェイスブック、ツイッター、グーグルプ
ラスへのリンクボタンを配置）を駆使して黒磯ロー
タークラブのPRに努めました。

ｽﾏｲﾙＢＯＸ委員会 石山桂子委員長

会報委員会 田中 徹委員長

本年度は 鳥居会員・藤崎会員と私、田中の3
名に加え稲垣幹事さんを特別顧問に勝手に迎
えて会報作成に当たりました。
10ヶ月を経過致しましたが特別クレームを頂く
ことなく編集・校正・配信の流れは守られたかなと
思っております。ただ残念な事が二つ、一つ目
はこれまでページメーカーというソフトを使っての
編集でしたが現在はＷｏｒｄを使っての編集となっ
ています。結果委員長である私は全く役立たず
となりました。二つ目には当初計画を発表させて
頂いた時に特別な会員に特典を用意してあると
言いましたが残念ながら特典に値する会員はお
りませんでした。
これは想像ですが特典の内容がばれていたの
ではないかと思います。引継の為の炉辺会で前
委員長さんに大まかな説明を受けましたが蜂の

クラブ史料委員会 村山 茂委員長

クラブ史料委員会の村山でございます。クラブ
史料委員会は、クラブ資料の整理保管。クラブ備
品の保管管理。保管庫内の整理整頓を担ってお
ります。実際にその資料を使う機会はあまりござ
いませんが、必要な時に直ぐに閲覧できる状態
にしております。その節は何なりとお申し付けくだ
さい。髙木年度も残り僅かとなってしまいましたが、
今月中に保管庫内の整理整頓、備品の確認等
を実施する予定です。

蜂の巣状態の脳ではマスターできるはずもなく
ずっしりと詰まった脳をお持ちの藤崎さんに丸投
げとなりました。
資料確保−田中、編集−藤崎さん、校正−鳥居
さん＆稲垣幹事さんとこれも勝手に決めましたが
不平不満を口にしないメンバーに助けられた一
年でした。
最後に本日活動報告をされた委員長さん、原
稿を速やかにお送り下さい。
特典 掲載原稿が著しく遅い方に【次年度会報
委員会への配属推薦 】

雑誌委員会 相馬征志委員長

年度当初、以下の四項目を年次目標として会員
の皆様にお示ししました。
1. 会員から興味深い・・・・・

残念ながら現在まで一件もありません。
2. 会員増強委員会に雑誌を勧誘のツー
ル・・・・・
毎月二・三部の用意はありますが今まで
ご利用して頂いたおりません。

3. 図書館・学校等の公共機関・・・・・
黒磯高校・黒磯南高校・黒磯図書館・い
きいきふれあいセンター・厚崎公民館の
計五か所に毎月お届けしました。

スマイルボックス委員長の石山です。委員会の
編成は副委員長に村山茂さん、委員に福田逸
男さんと3人のメンバーです。
スマイルボックスの状況は4月末で66％です。
100％の会員は11人、本日2人増えましたので13
人と全体の1/3です。髙木年度も残す所２ケ月と
なりました。ラストスパートで皆さまのご協力を宜
しくお願い致します。



5月9日欠席(敬称略)
和気勝利・藤﨑善隆・荒井昌一・福田逸男
泉道夫・戸野俊介

前回4月25日分メークアップ(敬称略)
稲垣政一・髙木慶一・植竹一裕・和気勝利
澤田吉夫・髙木茂

次回例会 平成30年5月16日 夜間例会 18時点鐘
担当 ロータリー情報委員会

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

会員増強委員会 植竹一裕副委員長

本日福田委員長が所用のため、副委員長の植
竹が報告致します。
会員増強委員会は髙木年度方針として会員増
強に力を入れる為、以下の人数構成となってお
ります。委員長に福田逸男さん、副委員長に植
竹一裕、委員に檜山達郎さん・髙木慶一さん・室
井次男さん・平山博さん・石山桂子さん・鈴木隆
子さん・藤﨑善隆さんと規模が大きい委員会で
す。活動報告として、11/8と3/28に委員会を開
催し、候補者と並びにロータリーを説明する担当
者を決定し、現在入会を勧めているところです。
入会確定までは至っておりませんが、残りの二ヶ
月の間を努力していきたいと思います。

会員選考委員会 檜山達郎委員長

現在までに1名の方を会員(泉道夫君)として迎
えることが出来ました。更にもう1名の方が会員と
して入会予定です。

4. クラブの行事・活動で特筆すべきもの・・・・・
現在まで「ロータリーの友」への掲載依
頼するようなものが見当たりませんでした
し、他の委員会からのはたらきかけも今
日までありません。ただ、５月２６日に実
行予定の「那珂川水系水質調査」を記
事にして「友編集部」へ送ってみようかな
と思っております。

ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会 大森貞男委員長

本年度は、委員長に大森貞男、副委員長に津
久井誠二さん、委員に室井次男さんの3名です。
本年度の計画は
1. 新入会員にロータリー情報の提供と勉強会
2. 会員には定款及び細則に変更があれば情
報を流す

3. ロータリー定款及び細則は厳守し内規につ
いては規定通りとする

であります。 2017年9月15日に新入会員を招集
して勉強会を設けました。その際の出席者は6名
で、内訳は委員会3名、新入会員3名でした。内
容は
A) 新しい会員にロータリークラブの原点や基礎
知識等を説明

B) 世界のロータリー組織や日本のロータリー組
織等を説明

C) その他一般論を雑談の中で説明
でありました。


