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第2814回 髙木茂年度 第33回 会報 2018 5 30 司会 秋葉秀樹 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 5月30日 36 28 8(1) 80.6%

前回 5月16日 36 28 8(3) 84.8% 1 88.9%

前々回 5月 9日 36 31 2 91.7%

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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大相撲夏場所が両国国技館で開催されました。
日本の国技大相撲も、日本出身の横綱、大関
は3人とも
休場で、外国出身の力士により連日優勝をかけ
て熱戦が繰り広げられ、横綱鶴竜の優勝で千秋
楽となりました。何とも寂しい国技です。
相撲の仕切りの制限時間ですが、最近は相撲
の立会いの乱れがよく指摘されています。制限
時間いっぱいののちに「待った」があると、なんの
ために制限時間があるのかと思いますが、呼吸
があわずに待ったをするのは仕方のないことと思
いますが2度3度となると、相手をじらす作戦とお
もわれ審判も注意をしなくてはいけません。
相撲史上で最初に「待った」をしたのは、江戸
時代享保のころ、当時無敵を誇っていた谷風を
倒すために「待った」を連発し、谷風を怒らせた
ために勝った八角であると記録されています。こ
の例で示すように昔は相撲には制限時間はな
かったわけです。そのため仕切り時間がやたらと
長くなったが、昔はのんびりしていたためこのよう

なことが可能だったのでしょう。相撲で最初に仕
切りの制限時間が定められたのは昭和3年に
なってからです。幕内は10分、十両は7分、幕下
は5分というのが当時の制限時間でした。この時
間をみても相撲がゆったりと仕切りをしていたの
がわかります。
その後、昭和20年に、幕内は5分、十両は4分、
幕下は3分になりましたが、現在のように幕内は4
分、十両は3分、幕下は2分に仕切りの制限時間
が定められたのは昭和25年です。相撲の仕切り
の制限時間の推移をみるだけでも、現代の日本
人の時間感覚がいかに変わったかを見ることが
できるようなきがします。
国民性か、時間に対して正確さを求めるのは、
世界一だと思います。
以上で会長挨拶といたします。

来訪ロータリアン

ＲＩＤ２７７０ 川口ＲＣ 柴崎眞理 様
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黒磯高等学校インターアクトクラブ

会 長 大島春輝 君
副会長 君島 実 君
顧 問 須藤明子先生

ゴルフ愛好会 第３回競技会結果
秋間 忍 君

ゴルフ愛好会の高木茂年度第３回ゴルフ大会
を担当させていただいた秋間です。
去る5月１８日、ホウライカントリー倶楽部で行わ
れました黒磯ロータリークラブゴルフ愛好会の高
木茂年度第３回ゴルフ大会（第2550地区第１グ
ループの親睦ゴルフ大会に相乗りさせていただ
きました）の入賞者は以下の通りです。（敬称略）

優 勝：髙木慶一
準優勝：植竹一裕
三 位：秋間 忍

なお、第１グループ親睦ゴルフ大会における当
クラブ、並びに個人の成績は、残念ながら会員
各位のご期待に沿えませんでした。

植竹一裕会員

秋間 忍会員

髙木茂年度第 33回幹事報告
1. ガバナー事務所より6月のロータリーレート
の連絡がありました。6月のロータリーレート
は1ドル110円となります。

2. ロータリー米山記念奨学会より、奨学生への
「ロータリーの友」配布のお願いが届きました。
相馬征志雑誌委員長へ連絡しました。

3. 前回の例会にて皆様にお伝えしました新入
会員推薦の件ですが、1 週間経過した時点
で異議申立てはありませんでした。推薦者
は檜山達郎会員、髙木茂会長であります。
髙木茂会長が入会交渉したところ7月より入
会の運びとなりました。

4. 国際ロータリー第２５５０地区、インターアクト
委員会 より、第２回合同会議の連絡が届き
ました。安藤讓治次期青少年奉仕委員長に
連絡いたしました。

5. 再度の連絡となります。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。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。

6. 西那須野ロータリークラブより会報が届いて
おります。回覧しますのでご覧ください。

鈴木隆子社会奉仕委員長
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社会奉仕委員会よりご報告いたします。
先日、26日・27日に那珂川水質調査の検水採
取に行って参りました。皆様のご協力を得まして、
天候にも恵まれて全員無事に生還致しました。あ
りがとうございました。

相馬征志会員

恒例の山歩きですが梅雨入り時期が微妙なた
め雨天中止の場合は前日にお知らせいたします。

植竹一裕 次年度幹事

6月6日例会終了後、第4回村山年度理事・役
員会を開催致します。議題は7月度例会スケ
ジュールとなります。村山年度理事・役員の皆
様は例会終了後お残り下さい。
村山年度現況報告書作成の為に、今年度事
業報告・次年度計画書を既に委員長の皆様
にお配りしております。6月6日引継会を期限
としておりますので、それまでに植竹まで資料
をお送り下さい。

村山 茂 君

ＲＩＤ２７７０ 川口ＲＣ 柴崎眞理 様
本日 お世話になります
髙木 茂 君
今年度もあと１ヵ月となりました
時庭 稔 君
いよいよ６月１日、アユ解禁日です
鈴木隆子 君
皆様のご協力のもと無事に那珂川水質調査の採
水できました。

青少年奉仕委員会 荒牧明二 委員長

青少年奉仕委員会は、委員長荒牧明二、副委
員長髙木慶一、委員に時庭稔の3名で担当して
おります。
本年度の計画では「時代を担う青少年の健全な
育成の為、ロータリアンとして支援活動に努めて
参ります」をスローガンに
1. 第6回インターアクト研究会・第21回インター
アクト年次大会への参加

2. 足尾植樹活動の参加
3. ライラセミナーへの参加協力
4. その他必要に応じた協力
以上の4項目を掲げスタートしました。
1項目の第6回インターアクト研究会・第21回イ
ンターアクト年次大会は昨年8月19日～20日に
掛けて栃木県教育会館大ホールにて行われまし
た。全国のインターアクトが栃木県に集まり盛大
に開催されました。当会からは、髙木茂会長、稲
垣政一幹事、私の3名で参加しました。
2項目の足尾植樹活動は4月21日に黒磯高校
インターアクト8名、引率の須藤先生、米山奨学
生の權君、ロータリアン10名合計20名で参加し
てきました。快晴の天気で少し暑すぎる気候の
中での植樹会でした。参加者全員満足して帰っ
て来ました。最後は道頓堀にて反省会を行い、
インターアクトのメンバーと楽しい一時を過ごしま
した。
3項目のライラセミナーは協力できる範囲で行
いました。



5月30日欠席(敬称略)
薄孝明・荒井昌一・石山桂子・泉道夫
藤﨑善隆・大島三千三・髙木慶一・戸野俊介
5月16日欠席(敬称略)
荒井昌一・黒澤洋一・瀬尾紀夫・豊田哲司
福田逸男・和気勝利・泉道夫・戸野俊介

前回 5月16日分メークアップ(敬称略)
和気勝利
前々回 5月 9日分メークアップ(敬称略)
和気勝利・藤﨑善隆

次回例会 平成30年6月6日 担当 次年度会長・幹事

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

以上のような一年でした。詳しい報告は今日参
加の黒磯高校インターアクトの大島春樹君、君島
実君が発表します｡
また今年3月27日～3月29日のインターアクト海
外研修会の参加者も今日来ております、大島君
と君島君です。引率の先生も須藤先生でした。そ
れでは報告お願いします。

活動報告をする黒磯高校インターアクトクラブ会
長大島春輝君と副会長君島実君

社会奉仕委員会那珂川水質調査

鈴木隆子社会奉仕委員長の報告にあったとお
り、5月26〜27日に行われた、那珂川水質調査の
模様を撮影した写真を、調査に参加された秋間
忍会員より提供して頂きましたので掲載してご報
告致します。


