
国際ロータリー第 2550 地区 

 
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2820回 村山年度 第3回 会報 2018 7-25 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25日 37（7） 31（6） 6(1) 86.1％ 

前回 7月11日 37（7） 26（3） 11（4） 78.8％ 3人 89.2％ 

  大田原中央ロータリークラブ会長 
平山 賢一 様 

  大田原中央ロータリークラブ財団委員長 
川永 作衛 様 

 また本日は、大田原中央ロータリークラブの平山
賢一会長並びに川永作衛ロータリー財団委員長さ
まには、時節柄何かとお忙しい中黒磯クラブへのご
来訪、心より歓迎申し上げます。この後ご挨拶をい
ただくことになっております。 
 さて、本日のご挨拶は、平成30年5月24日に指定
された当地域の日本遺産についてご紹介したいと
思います。所管する役所は、文化庁です。そもそも
指定する主旨と目的は、地域の歴史的魅力や特
色を通じて我が国の文化・伝統を語るストーリーを
「日本遺産」として認定し、ストーリーを語るうえで不
可欠な魅力ある有形・無形の様々な文化財群を総
合的に活用する取り組みということです。世界遺産
登録や文化財指定は、登録・指定される文化財の
保護が目的ですので、言ってみれば、保護をする
ための新たな規制措置です。一方、日本遺産は地
域に点在する遺産を「面」として活用し、発信するこ
とで、地域活性化を図ることを目的としている点で
大きな違いがあります。整理しますと、 
○ 地域に点在する文化財の把握とストーリーによ

るパッケージ化 
○ 地域全体としての一体的な整備・活用 
○ 国内外への積極的かつ戦略的・効果的な発信 
 このことにより、当該地域の認知度が高まるととも 

 皆様、今日は。連日の猛暑ですが、体調など崩さ
ぬようご自愛いただきたいと思います。来週は、ガ
バナー公式訪問でございます。皆様全員で元気に
お迎えしたいと思っておりますので、よろしくお願
いいたします。 
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に、今後、日本遺産を通じた様々な取組みを行う
ことにより、地域住民の地域への愛着心の再確認
や地域のブランド化等にも貢献し、ひいては地方
創生に結び付く効果が期待されております。 
 具体的には、那須塩原市、大田原市、矢板市、
那須町に点在する明治貴族が行った那須野が原
開拓に伴う様々な遺産が対象です。 
○ 那須塩原市：旧青木家那須別邸他1４か所ほど 
○ 大田原市：大田原市歴史民俗資料館収蔵資料

など7か所ほど 
○ 矢板市：矢板 武旧宅など4か所ほど 
○ 那須町：那須町共同利用模範牧場など6か所ほ

ど 
 これらのほとんどは、皆様すでにご承知のもので
ございますが、改めてその背景などを確認されると
意外な発見があるかもしれません。 
 また、関係4市町の行政、各種団体が共同して取
組むことで、県北地域の一体感も育まれるのでは
ないか。また、これらの情報を発信することにより、
地域外からの入込み数の増加とそれを受入れるた
めに必要なハード、ソフト事業の整備など、一定の
経済効果も見込めるのではないかと考えておりま
す。ロータリー活動もその一翼を担う場面があるか
もしれません。地域内外での交流人口の増加こそ
が、地域振興の最重要事項ではないでしょうか。
本日は日本遺産指定についてご紹介いたしました。
このことについての詳細は、ネットで「日本遺産」で
検索いただければ、日本全国の状況を確認するこ
とができますので、興味のある方はお試しください。
以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴ありがと
うございました。 

 一年交換留学生申し込みの件 承認 
 黒磯高校インターアクトクラブにお声掛けする

件 承認 
 次回理事役員会 8/22開催する事で承認 
 
村山年度第2回幹事報告 
 ガバナー事務所より西日本集中豪雨被害の義

援金の依頼が届いております。1,000円/1名で
対応をご了解頂くと共に、黒磯クラブとして独
自の対応を行なうかどうか藤﨑社会奉仕委員
長に提案致しました。 

村山年度第5回理事・役員会報告 
 8月度例会スケジュールの件 承認 
 津久井誠二会員人事異動に伴い斎藤幸夫氏

入会の件 承認 
 新入会員の委員会配置について 

斎藤幸夫氏 出席・職業奉仕 井出法氏 出
席・親睦とする事で承認 

 ハーフマラソン大会・栃木いのちの電話への寄
付金の件 
10,000円寄付する事で承認 

お客様挨拶 

  大田原中央ロータリークラブ会長 
平山 賢一 様 

 皆様こんにちは、大田原中央ロータリークラブ本
年度会長を仰せつかりました平山賢一です。どう
ぞ宜しくお願い致します。 
 今日、大先輩クラブであります黒磯ロータリクラブ
様の例会に私と川永2名出席させて頂きまして本
当に有難うございます。 
 私は昭和39年10月4日に生まれまして、もうすぐ
54才になります。前回の東京オリンピックの6日前
に生まれまして、こんどのオリンピックは2度目となり
ます。生まれた年は東京オリンピックや東海道新幹
線ができまして、いわゆる高度成長期で経済が伸
びている時に私は生まれました。 
 黒磯ロータリクラブと大田原中央ロータリークラブ
とは、何かと接点がございまして、戸野法律事務所
の奥様、戸野香菜恵様が昨年度、当大田原中央
ロータリークラブに入会いただきました。当クラブで
は紅一点で大変例会が華やいでおります。また、
昨年まで、こちら黒磯ロータリクラブの会員でした
津久井誠二様が大田原信用金庫の関係で当クラ
ブ入会され会計を担当して頂いているところです。
このように何かと黒磯ロータリークラブ様とは縁があ
るのかなと思っております。 
 最近はテレビでも新聞でもとにかく熱いという話
ばかりです。日本では昨日41.1度の新記録がでま
した。那須の鹿の湯の温度は47度から48度で、私
では熱くて足も入れられない温度ですが、アメリカ、
カリフォルニアでは52度を記録、想像もつかない温
度です。私もですが皆様もこれから先どうなってし 2 



まうのか御懸念されていると思います。 
 

 今日は、皆様のテーブルに一枚ずつ置かせて頂
きました「与一まつり ポリオ撲滅チャリティー」の件
でお伺いしました。このチャリティーは当クラブでは
14年目になります。大田原与一まつりに出店し、そ
の収益金からポリオプラスに毎年1,000ドル寄付し
ており14年続いております。8月3日・4日開催され
ますが、4日は黒磯で花火大会が開催されますの
で、3日に是非とも皆様お誘いのうえご来場いただ
ければ有難いと思います。昼の3時から夕方8時ま
でとなります。どうぞ宜しくお願い致します。 

  大田原中央ロータリークラブ財団委員長 
川永 作衛 様 

 皆様こんにちは、本年度の平山会長はとても元
気で明るい会長ですので宜しくお願い致します。 
 本日は皆様方に先ほど会長が言われた8月3日・
4日に開催される「与一まつり ポリオ撲滅チャリ
ティー」の無料ビール券を持って参りました。大田
原信用金庫の駐車場で開設しておりますので、皆
様のテーブルに置いてありますビール券をお持ち
頂きお越しください。ポリオ撲滅の広報活動と今年
も寄付できるよう御協力のほどよろしくお願いしま
す。 
 また、昨年は黒磯ロータリクラブの皆様方には観
月会でご利用いただき誠に有難うございました。今
年もよろしくお願いします。 

 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。 

 ロータリー情報委員会委員長 田中徹君  

 地区より『新入会員研修セミナー』開催の通知が
届きました。 
 入会３年程度の方々を対象としておりますが在
籍年数に制限はありませんのでどなたでも参加で
きます。 
日 時 ：  ９月９日(日)  登録 12:45 
       開会 13:00  終了 16:00 
開催地 ：宇都宮グランドホテル 
内 容  ：  ・ロータリーの基礎について 

・グループ別ディスカッション 
・発表、質疑応答 

 このような内容で行われますが３時間程度であっ
ても密度の濃い研修会です。 
 申込期日が８月２３日(木)となっておりますので８
月２２日の例会にて最終確認と致しますので宜しく
お願い致します。 

 職業奉仕委員会委員 豊田哲司君 
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 職業奉仕委員会の豊田です。皆様のレターケー
スに会員手帳2部入れさせて頂きました。例会終
了後確認頂きお持ち帰りいただければと思います。 

鈴木隆子君 

大田原中央RC
平 山 賢 一 様 

8月3日・4日“与一まつり”宜しく
お願いします。本日はお世話に
なります。 

大田原中央RC
川 永 作 衛 様 

8月3日・4日“与一まつり”お待
ちしております。 

村 山  茂 君 大田原中央ロータリークラブ平
山会長様、川永財団委員長様
ようこそ黒磯クラブへ。 

髙 木 慶 一 君 大田原中央RC平山会長様、川
永財団委員長様を歓迎して。 

佐 藤  博 君 ご無沙汰しております。 

卓話 クラブ協議会 クラブ奉仕委員会
新年度方針 

 クラブ奉仕委員会委員長 大島三千三君 

 クラブ奉仕委員会委員長の大島です。本日はク
ラブ奉仕委員会の年度方針発表後に各クラブ奉
仕委員会の皆様に本年度の方針の発表をお願い
します。 
 クラブ奉仕委員会の本年度の計画は、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  伊東永峯ガバナーは、
「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」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
基づいて下記の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。 

  プログラム委員会委員長 髙木慶一君 

 皆さん今日はプログラム委員長を仰せつかりまし
た髙木慶一でございます。どうぞ宜しくお願いしま
す。 
 委員長に私、髙木慶一、副委員長に月江寛智
会員、委員に檜山達郎会員の3名で構成されてお
ります。 
 黒磯ロータリークラブも髙木茂年度から月3回の
例会になりまして1年間が過ぎたわけでございます。
昨年は祝日のある週の水曜日を例会無しとして月
3回の例会はカレンダー通りでございましたが、本
年度はカレンダー通りとはなりません。まもなく現
況報告書が完成しますので、その中のプログラム
に基づいてご参加頂きたいと思います。 
 各会員に次の週は例会はございませんと、連絡
をするかしないかについては、また連絡する場合
は、どんな方法にするか幹事と相談したいと思い
ます。 
 本年度のプログラム委員会の計画は下記の通り
でございますので1年間宜しくお願い致します。 
               記 
1. 毎月のプログラムは理事会で承認を得る。 
2. 毎月のプログラムを会場へ掲示する。 
3. 卓話担当委員会には、1 ケ月前に文書で依

頼する。 
4. 外来卓話の方へは、担当委員会より卓話の原

稿を持参するよう要請する。 
5. 卓話担当委員会から要請があれば地区に卓

話者の紹介や依頼をする。 
以上 
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  スマイルボックス委員会委員長  
  鈴木隆子 君 

 スマイルボックス委員長の鈴木隆子です。副委
員長に小野安正さん、委員に薄孝明さん、同じく
委員に相馬征志さん、4人でやらさせて頂きます。
宜しくお願いします。 
 スマイルボックスはロータリーの大切な対外的奉
仕活動の資金となりますことを皆様にご理解いた
だくとともに、ロータリーが会員の皆様の幸せを喜
び合える場となりますようご協力お願いします。 
 また年間2回、各会員の皆様に達成率をお知ら
せ致します。 

  クラブ史料委員会委員長 髙木茂 君 

 こんにちは、本年度クラブ史料委員会委員長を
仰せつかりました髙木茂です。当委員会は私と副
委員長に稲垣政一さんの二人となります。クラブ史
料の整理・保管、クラブ備品等の保管・管理、保管
庫内の整理整頓を行ってまいりますので1年間宜
しくお願いします。 

 ロータリー情報委員会 委員長 田中徹君 

 皆様こんにちは、ロータリー情報委員会委員長
の田中でございます。副委員長に鈴木久雄さん、
委員に小野 安正さんの、3名で行ってまいります。 
 計画としては先ほど、委員会報告にて報告いた
しました『新入会員研修セミナー』に参加すること。  
 当クラブが創立から60年近くになることから、当ク
ラブの歴史を新入会員に集まって頂き、私も含め
て知らないことが多数ございますので、先輩何名
かに来て頂いて勉強したいと思います。 

 また、ロータリーの1番の情報源は何といっても
『ロータリーの友』です。大いに活用願いたいと思
います。 

  会員選考/職業分類委員会 
  委員長 平山 博 君 

  出席委員会  委員長 佐藤 博 君 

 委員長の平山でございます。副委員長に月江寛
智会員、メンバーは二人でございます。本年度の
計画としては推薦された人が、会員候補者に適正
かどうかについて調査し、理事会に報告する。前年
度の職業分類表は、この地区の現状に則したもの
ですが、必要に応じて随時見直す。の二つです。 
 また新入会員を含めた新しい職業分類表を末尾
に記載しましたのでご覧ください。1年間宜しくお願
いします。 

 出席委員会委員長の佐藤でございます。家庭集
会を数多く開催し各委員会との親睦を深めたいと
思いますので、1年間宜しくお願いします。 5 



次回例会           平成30年8月1日      ガバナー公式訪問 
 

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25日欠席(敬称略) 
荒井昌一・稲垣政一・小野安正・吉光寺政雄
鈴木久雄・澤田吉夫 

前回 7月11日分メークアップ(敬称略) 
澤田吉夫・戸野俊介・福田逸男 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 6 
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