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国際ロータリー会長：バリー・ラシン 
第 2550 地区ガバナー：  伊東 永峯 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2818回 村山年度 第1回 会報 2018 7-4 司会 秋葉秀樹君 

欠席の場合は当日 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 

出席報告  出席委員会  泉 道夫君 （出席規定の免除会員数7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  7月4日 37（7） 34（5） 3（2） 97.1 

前回  6月27日 36 30 6 88.24 

前々回 6月20日 36 31 5 2 91.67 

 皆様、今日は。本日は2018-19年度最初の例会
挨拶ということで、いささか緊張しております。理事
役員一同力を併せて努めてまいりますので、1年
間よろしくお願いいたします。 
  

 2020-21年度国際ロータリー第2550地区ガ
バナーノミニー・デジグネート 
森本敬三様 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

 さて、会長職を務めるに当たり、何がプレッ
シャーかと申しますと、ご存知の通りこの会長挨拶
です。楽しい例会、魅力的な例会等々、折に触れ
て申しましたが、それが故に「外せない」との思い
がございます。この後のクラブ協議会でも本年度
の計画等についてお話しする訳ですが、またぞろ
「例会がクラブの基本だ」などと述べて、自分で自
分の首を絞めなくてはなりません。皆様には、どう
かその辺の心持をお察しいただいて、1年間温か
い目で見守っていただければ幸いです。 
 そういう訳で、会長挨拶は、 
 毎月のロータリー月間テーマ 
 ポール・ハリス語録の引用：過ぎし時に敬意を

表して 
 黒磯クラブのこと 
 当地域のこと 
 時事etcのことなどを骨子にお話しさせていただ

こうと考えております。 
 その中で、ポール・ハリス語録引用につきまして
は、生誕150周年ということで、伊東永峯ガバナー
の意向もございますが、私自身が読んでみてなる
ほどと思ったものをご紹介させていただき、国際
ロータリー  バリー・ラシン会長の「BE  THE 
INSPIRATION」そして「過ぎし時」に思いを馳せて 
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いただければと考えております。 
 なお、2018-19年度の方針等につきましては、こ
の後のクラブ協議会あるいは既に何度かお話しし
ておりますので、この場でのお話は割愛させてい
ただきます。 
 結びに、皆様のご理解とご協力を心からお願い
申し上げ、ご挨拶といたします。1年間よろしくお願
いいたします。  

お客様挨拶 
 2020-21年度国際ロータリー第2550地区ガ

バナーノミニー・デジグネート森本敬三様 

新入会員入会式 

 皆さん今日は！貴重なお時間を頂きまして有り
難うございます。皆様第１グループからの推薦によ
りまして、2020-21年度ガバナーを拝命いたしまし
た。現在地区で財団委員長も仰せつかっており、
取りあえず二足の草鞋を履くような状況でございま
す。今月一日(日曜日)東京でガバナー会が開催
され全国のガバナー、パストガバナー、ガバナー
エレクトが参加し会議が行われ、末席に初めて座
らせていただきました。 
 これからの事は今のところ分かりませんが、ガバ
ナーエレクトの時が一番大変だと聞きました。ガバ
ナーになるとエレクト時にこしらえて段取りしたもの
をガバナーになったときから粛々と進めれば良い
ので、エレクト時が一番大変ですよというお話でし
た。 
 第１グループの中にパストガバナーがおられれ
ば相談が出来良かったのですが、おりませんので
先輩ガバナーにお聞きして、取りあえずスケ
ジュールを組み、一歩一歩進め、取り組んでいけ
ばいいのかと思っております。2020-2021年度で
は各種委員会を組織しなければなりませんので、
第１グループの皆様には非常にたくさんのお手伝
いを頂かないと多分出来ないと思っております。
私共のクラブは21名しかメンバーがおりません。
中々細かい事までは出来ないものですから、皆様
方のお手伝いを頂きながら2550地区のガバナー
として51クラブの皆さんと共に一緒に歩んでいきた
いと思っております。どうぞ宜しくお願いします。今
日は有り難うございました。 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程2年 権 鎬珍君 

 那須エステート(株)代表取締役 
井出 法様 

 大田原信用金庫黒磯支店 支店長 
斎藤幸夫様 



新入会員の紹介 

 檜山達郎君 

 皆様今日は、実は皆様ご存知と思いますが井出
勲様のご子息でして、私もいろいろお世話になりま
して、ご子息にロータリーへアプローチしましたら、
是非ということで入会の運びとなったところです。 
 紹介しますと、地元那須塩原市を中心に不動産
事業、再生可能エネルギー事業や南太平洋（フィ
ジー共和国）におけるホテル事業、また有資格（行
政書士、宅建、その他）を生かした法務コンサル
ティング業務に従事しております。本人は今後も更
なる努力を積み重ねる所存ですので、皆様今後と
もよろしくお願いします。 

新入会員挨拶 

 那須エステート(株) 代表取締役 
井出 法様 

 那須エステート(株) 代表の井出と申します。現在、
那須塩原での不動産事業を中心に、南太平洋フィ
ジー共和国でのホテル事業（マナアイランドリゾー
ト＆スパ：全160室）や法務コンサルティング業務
（井出行政書士事務所）を行っております。 
  私自身、黒磯で生まれ育ち、黒磯小・黒磯中・黒
磯高校を経てきた生粋の地元の人間でございます。
この度の黒磯ロータリークラブ様への入会を大変
嬉しく思うとともに、皆様との出会いに感謝、微力な
がらクラブの発展に貢献できるよう頑張ってまいり
たいと存じますので、何卒宜しくお願い致します。 

 大田原信用金庫黒磯支店 支店長 
斎藤幸夫様 

 大田原信用金庫の斎藤でございます。津久井
誠二の後を受けまして黒磯ロータリークラブに加
入致しました。なにぶん右も左も分かりませんので、
皆様のご指導を頂ければと思っております。精一
杯クラブの為に尽くしたいと思っておりますので宜
しくお願いします。 

豊田哲司 親睦委員 

 7月の誕生祝いは荒井昌一会員、植竹一裕会員
となります。同じく結婚祝いは小野安正会員です。 

植竹一裕会員 （欠席 荒井昌一会員） 



小野安正会員 

村山年度理事・役員会報告を致します。 
 
第1回 2月7日開催 
 2018-19年度理事・役員担当職務の件 

提案通り承認されました。 
第2回 3月14日開催  
 2018-19年度委員会編成の件 

提案通り承認されました。 
 4月8日に開催されました「地区研修・協議会」

参加人数並びに経費案 
提案通り承認されました。 

第3回 5月16日開催 
 2018-19年度会長方針並びに予算案 

提案通り承認されました。 
 ガバナー公式訪問が8月1日の決定を受け、事

業報告書・次年度計画書提出を6月6日に開催
された委員長引継会までに提出する件 
提案通り承認され、実際に書類の提出を頂きま
した。 

第4回 6月6日開催 
 7月度例会スケジュールの件 

提案通り承認されました。 
 年間例会計画の件 

月に1回程度地区委員会等の外来卓話を組み
込む事で承認されました。 

 詳細として、村山年度第1回例会卓話に次週の
ガバナー補佐訪問を受け主だったクラブ奉仕
委員会の事業計画を発表する件 
承認されました。 
 

続きまして村山年度第1回幹事報告を致します。 
 ガバナー事務所より一年交換学生募集要項と

第22回インターアクト年次大会開催の案内が
届きました。安藤青少年奉仕委員長にお渡しし
ました。 

 ガバナー事務所より7月のロータリーレートが、
＄1=¥110との連絡がありました。 

 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より、第13
回ハーフマラソン実行委員会開催のお知らせ
が届きました。藤﨑社会奉仕委員長に資料を
転送致しました。 

 栃木いのちの電話より寄付金依頼が届きました。
同じく藤﨑社会奉仕委員長にお渡し致しました。 

 国民体育大会那須塩原市準備委員会より、第
77回国民体育大会那須塩原市準備委員就任
の依頼及び設立総会開催のお知らせが届きま
した。村山会長にお渡ししました。 

 本日例会終了後、村山年度第5回理事・役員
会を開催致します。理事・役員の皆さまはお残
り下さい。 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 澤田吉夫 雑誌委員長 



 本年度、雑誌委員長を仰せつかりました澤田で
ございます。雑誌委員会は少数精鋭で私と大森
貞男会員、荒井昌一会員3名で活動しますので1
年間宜しくお願いします。 
 本日、皆様のレターボックスにロータリーの友と
ガバナー月信を配布してございます。またホル
ダーが各1部ございます。 

鈴木隆子君 

髙木慶一君 村山年度第1回例会を祝して。 

森本敬三様 お世話になります。 

月江寛智君 第2次村山・植竹体制の出発を
祝って。 

平山  博君 村山年度の船出を祝して。 

鳥居輝一君 村山年度の船出を祝して。 

村山  茂君 1年間よろしくお願いします。 

稲垣政一君 村山年度の船出を祝いまして。 

秋間  忍君 村山丸の出帆を祝して。 

大森貞男君 新しい年度の村山、植竹丸の出
就です。宜しくお願いいたします。 

植竹一裕君 1年間お世話になります。 

檜山達郎君 村山植竹丸の2度目の航海を祝
してご苦労様です。支えます。 
歓迎、井出法様 檜山達郎 

石山桂子君 村山年度の船出を祝って。 

澤田吉夫君 村山年度出発を祝して。 

ゴルフ愛好会 髙木慶一君 

 ゴルフ愛好会の方からご案内致したいと思いま
す。村山年度第1回例会と同じくゴルフ愛好会も出
発したいと思っております。 
 皆様に回覧いたしまして継続会員と新入会員を
募集したところ井出法会員、薄孝明会員そして津
久井誠二元会員の代わりに斎藤幸夫会員の3名
が入会されまして合計17名で村山年度ゴルフ愛
好会が出発することになりました。 
 現在、委員につきましては私と和気勝利会員の2
名ですが新たに委員を募集して1年間楽しいゴル
フ愛好会としますので、どうぞよろしくお願い致しま
す。 

 本年度スマイルボックス委員長をさせて頂きます
鈴木です。本年度は小野安正さん、薄孝明さん、
相馬征志さんの4人でやらせて頂きます。皆さんの
笑顔が集まる幸せが集まる委員会としますので宜
しくお願い致します。 

卓話 会長、幹事、副会長 新年度方針 

 村山茂会長 

2018-19年度会長方針と計画について 
 改めまして、2018-19年度会長を担わせていた
だきます村山 茂でございます。1年間よろしくお
願いいたします。 
 さて、2018-19年度黒磯クラブの方針と計画につ
きましては、6月6日第2815回例会時に、ほとんど
お話させていただいておりますので、昨日届きまし
た国際ロータリー バリー・ラシン会長からのメッ
セージを代読して、それに代えたいと思います。 
 親愛なるロータリーの支援者、そしてロータリーリ 



ーダーの皆さま、本日は2018-19ロータリー年度の
初日、共にロータリーの新たな役割に取り組む最
初の日です。また、各役割の前任者たちからリー
ダーシップのバトンを受け取り、後任となる人たち
にバトンを渡す準備を始める日です。私たちが職
務を全うし1年後に退任する頃には、クラブや地区
はさらに大きく、強く、効果的で＝となり、ロータ
リーに全力をつくし、その価値をよりいっそう高め
ていることでしょう。 
 ロータリーの役割におけるリーダーシップは、そ
の性質から、リレー競争によくたとえられます。そ
れは個人競技ではなく、チームとして行うものです。 
私も含め、今年度のリーダーとなられた皆さまが一
つのチームとなるのです。私たちは同じ目的を
もっています。それはロータリーの奉仕によって世
界を変えること。一つひとつのプロジェクト、クラブ、
そして地域社会の力によって変えていくのです。 
 今年のロータリー年度のテーマは「インスピレー
ションになろう」です。私は長年にわたり、ロータリ
アンが活動を通じて真に意欲を高めていく姿を見
てきました。奉仕を通じて最も大きな影響をもたら
す人とは、必ずしも多くのリソース、豊かな経験、ま
たは幅広い人脈をもつ人ではありません。大きな
影響を生むのは、インスピレーションを得た人たち
です。何かをした経験、見た経験、または誰かに
会った経験など、その経験で心に火がともされ、
奉仕のインスピレーションを得たのです。 
 今年度、ご自身の中にインスピレーションを見出
すだけでなく、人びとへのインスピレーションとなっ
てください。奉仕に意義を見出し、影響を生み出
す者としての自己を認識し、さらに多くを成すこと
に意欲を燃やすロータリアン同士で力を合わせ、
力強いクラブと地区を築いていきましょう。情熱を
もって模範となり、現在よりもはるかに堅実な未来
へとロータリーを導いてください。 
 私も皆さまも、また世界各地のガバナー、クラブ
会長、ロータリー役員は皆、本ロータリー年度のた
めに選ばれたわけです。私たちは、目下の活動を
遂行する最善の人材としてロータリアンの仲間から
信を置かれ、そして選ばれました。私はこれからの
12カ月間、力の限り専心努力する所存です。皆さ
まにもそうしていただけると信じております。「インス
ピレーションになろう」のテーマを、共に実現しま
しょう。 心を込めてBarry Rassin President, 2018-
19 barry.rassin@rotary.org ご清聴ありがとうござ
いました。 
 
 大島三千三 副会長 

 本年度の計画 
 国際ロータリー バリー・ラシン会長のテーマは、
「BE THE INSPIRATION」「インスピレーションにな
ろう」です。 
 また、第２５５０地区 伊東永峰ガバナーは、「ポー 

始まった」をテーマに掲げました。そして、村山会
長は例会の充実と奉仕活動の新たな発想と実践を
方針の中心におかれました。その方針に基づいた
委員会運営を目指します。 
 
1. 魅力ある例会運営を目指します。 
2. クラブ奉仕の充実。 
3. 会員相互の親睦を推進いたします。 
4. 会員拡大を目指します。 

 髙木慶一 副会長 

 村山年度無任所副会長の髙木慶一です。よろし
くお願いします。 
 荒井昌一副会長の予期せぬ病気にみまわれ会
長エレクトを断念せざるを得ない事になりました。
髙木茂会長も四方八方手を尽くして後任エレクト
を探しましたが見つかりませんでした。そのような時
村山茂パスト会長がこの難局を乗り切るため手を
挙げられました。 
 村山さんは県タスシー協会の会長の予定がある
と聞いていましたのでそのような中受けられるので
あれば私が副会長を受けて会長の公務でロータ
リーの会議に出られない時など私が代理で出席す
ると言うことで副会長をお受けいたしました。 
そのような訳で担当委員会などありませんが3人目
の副会長として役員名簿に載っている訳ですので
よろしくお願いします。 

ルを語ろう・・・それは一人のインスピレーションから 



次回例会       平成30年7月11日       ガバナー補佐訪問 
 

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 

  水曜日  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 

7月 4日欠席(敬称略) 
佐藤 博・荒井昌一・吉光寺政雄 

前回 6月27日分メークアップ(敬称略) 
荒井昌一・瀬尾紀夫・髙木慶一・豊田哲司 
平山 博・鈴木久雄 
前々回 6月20日分メークアップ(敬称略) 
安藤讓治・石山桂子 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

 村山年度の幹事を仰せつかりました植竹です。
今回の挨拶を考えた時に、一昨年の幹事就任挨
拶を見直してみました。その中で「クラブを一つの
劇団に例え主役が会長でメンバーの皆さんは役者
さんです。幹事はというと、スポットライトを浴びる場
所ではなく、スポットライトを効果的に使う照明係で
あり、クラブと言う名前の舞台を盛り上げる為の大
道具・小道具係です。主役の会長や劇団員として
舞台に立つ皆様が、このクラブにおいて活躍出来
るように取り計らう事を使命と考えております。」とお
話しておりました。基本はこれがベースではありま
すが、更に今年度の職務は、会の運営するための
潤滑油と考えをつけ加えます。運営していく中で、
会長を筆頭に各委員会活動がスムースに出来るよ
うに、ガバナー事務所から届く情報を連絡漏れの
無いように、出来るだけスピーディーに皆様にお知
らせする様に努めてまいります。修正すべき点がご
ざいましたらアドバイスよろしくお願いいたします。
村山年度を盛り上げたいと思いますので、改めまし
て皆さんのご協力をお願い申し上げ、就任の挨拶
とさせていただきます。 

 植竹一裕 幹事 
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