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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2822回 村山年度 第5回 会報 2018 8-22 司会 荒牧明二君 

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 8月22日 37（7） 31（6） 6（1） 86.1％ 

前回 8月 1日 37（7） 31（6） 6（1） 86.1％ 0人 86.1％ 

 皆様、今日は。2週連続の休会後の例会というこ
とで、皆様のお顔が少し懐かしく感じられます。特
に、8月1日のガバナー公式訪問の後でしたので、
猶更でございます。この間、お盆も過ぎあの猛暑
もひと段落しました。 
 ガバナー公式訪問は、皆様のご協力によりまし
て、滞りなく終了することができましたこと、改めて
お礼申し上げます。伊東永峯ガバナーのロータリ
アンとしての誇りと信念、そして、包容力に満ちた
お人柄にふれることができ、大変感激いたしました。
創始者であるポール・ハリスもこのようなお人だっ
たのではないかと感じた次第です。皆様は如何
だったでしょうか。 
 また、この休会の中、インターアクトの年次大会
が開催され、安藤青少年奉仕委員長と秋葉SAA、
植竹幹事が同行参加してまいりました。私は、所
用のため参加できず、誠に申し訳ございませんで
した。この大会は、県内すべてのインターアクター
が集合し、1年間の活動報告や記念講演、会場で
の様々な体験イベントなど意義あるものでございま
す。今回は、黒磯クラブから3名しか参加できませ
んでしたが、来年は、多くの皆様のご参加をお願
いしたいと考えております。 

 さらに、8月25日（土）にはロータリー財団地区補
助金支給決定に伴う説明会が（荒牧RI財団委員
長出席）宇都宮グランドホテルで、9月9日（日）に
は地区「新入会員研修セミナー」の開催、そして、
10月28日（日）には地区大会本会議など、様々な
ロータリー活動が目白押しになってまいりますので、
今から日程を調整いただき多くの皆様のご参加を
重ねてお願いする次第です。 
 さて、以前にお話しした天皇皇后両陛下の最後
の那須ご訪問につきましては、西日本豪雨災害の
ため、残念ながら中止になってしまいました。来年
５月から新元号が決まっておりますので、陛下とし
ての那須ご訪問はもうございません。一方、間もな
く被災地を慰問されると伺っております。被災現場
が整う以前のご訪問は、東日本大震災以来の極
めて異例なことと報道されていました。 
 この夏、このような異常気象は日本に限らず、世
界中で相次いでいます。熱波による山林火災、大
雨による洪水等アメリカ、ヨーロッパ、オセアニア、
インド・アジアなどそれこそ世界中です。その原因
は諸説ございますが、何れにしても、人的被害は
勿論ですが農作物などの食料資源の被害も甚大
で、世界市場では様々な食糧品価格が数パーセ
ントから10パーセント以上上昇し、末端価格では4
割以上の値上げにつながると予測されています。
日本国内でも、最近のキャベツ価格が9割高との
報道がありました。これが何時までも続く訳ではな
いと思いますが、いわゆる異常気象については、
近年最も気になる事象の一つではないかと思って
おります。そして、食料不足・価格高騰は、世界中
の最も弱い立場の人々を直撃し、そのことが国の
安定を揺るがし、難民を生み、世界の安定に大き
な一石を投じることにもなりかねません。 
 このような自然災害の他にも、経済・外交といっ
た人間の営みにおいても、近年の在り様は、ロー
タリーが掲げる「世界平和」とは逆ベクトルになっ 
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ているのではないかと危惧しているところです。 
 少し、話が逸れてしまいましたが、西日本豪雨災
害被災者支援について、本日例会終了後の理事
役員会にお諮りいたします。第2550地区より1,000
円/1人以上の要請がございましたが、考え方とし
ては東日本大震災並みの対応を前提にご審議い
ただきたいと考えております。 
 最後に、来る8月25日（土）から9月3日（月）の10
日間、皇太子殿下ご一家がご静養のため那須に
ご滞在されます。間もなくですので、予定通りの行
啓、還啓となると思います。殿下としては最後にな
りますので、お時間があればお出迎え、お見送り
いただければと思います。 
○ 行啓 8月25日（土）     午後3時5分那須

塩原駅西口発 
○ 還啓 9月1日（土）皇太子殿下 午後4時２５分

那須塩原駅西口着 
○ 還啓 9月3日（月）ご家族   午後4時35分那

須塩原駅西口着 
 以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴有難う
ございました。 

村山年度第5回幹事報告 
 
 ガバナー事務所より「ロータリーリーダー7月号」

と「ハイライトよねやま」が届きましたので、現在
回覧しております。 

 被害者支援センターとちぎより「平成30年度犯
罪被害者支援県民のつどい」が届きましたので、
現在回覧しております。 

 第77回国民体育大会那須塩原市準備委員会
より、村山会長への準備委員委嘱状と総会資
料が届きましたので、回覧しております。 

 大田原RCより、現況報告書が届きましたので回
覧しております。 

 那須野巻狩まつり実行委員会より推進体制の
書類が届きましたので、藤﨑社会奉仕委員長
にお渡し致しました。 

 ガバナー事務所より9月13日に開催されます第
1回インターアクト合同会議開催のお知らせが
届きました。安藤青少年奉仕委員長にお渡し
致しました。 

 次回例会は、夜間例会となりますので、ご注意
下さい。 

 本日例会終了後、第6回村山年度理事・役員
会を開催致します。理事・役員の皆様はお残り
下さい。 

親睦委員長 戸野俊介君 

瀬尾紀夫君 平山博君 時庭稔君 
（欠席 小野安正君） 

 誕生祝い 

 皆さんこんにちは。今期、親睦委員長の戸野で
す。前回はガバナー公式訪問でしたので、今回、
誕生祝いを行います。8月の誕生日は小野安正会
員、瀬尾紀夫会員、平山博会員、時庭稔会員の4
名です。結婚記念日の対象者はございません。 

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。 2 



ゴルフ愛好会 髙木慶一君 

 村山茂年度ゴルフ愛好会年会費10,000円10月
20日に引落し致しますので宜しくお願いします。 
 10月26日（金）地区大会ゴルフ大会が宇都宮カ
ンツリークラブで開催されます。参加しますので日
程調整お願いします。 

薄 孝明君 

佐藤 博君 甲子園の夏が終わり、感動しまし
た。 

安藤譲治君 こっこ食堂へのご支援ありがとうご
ざいました。 

藤﨑善隆君 ご無沙汰しております。いつの間
にかお盆も過ぎました。 

村山 茂君 3週間ぶりの例会よろしくお願いし
ます。 

澤田吉夫君 7人目の孫が出来ました。 

秋間 忍君 第4回ﾐﾙﾋｨｰｶｯﾌﾟ380名、全てのエ
ントリーで無事終了しました。 

瀬尾紀夫君 誕生祝ありがとうございます。 

卓話 クラブ協議会 クラブ奉仕委員会
新年度方針 

出席委員会委員 大森貞男君 

 出席委員会からご報告申し上げます。8月31日
（金）出席委員会の家庭集会を開催します。場所
は那須ミッドシティーホテル、6時30分から、会費
4,000円。合同開催希望の委員会があれば奮って
ご参加ください。 
 来週の例会が締め切りでございますので、出席
委員会へ連絡よろしくお願いします。 

 クラブ奉仕委員会委員長の大島です。前回に続
きまして未発表のクラブ奉仕委員会に本年度方針
の発表をお願いします。 

 親睦委員会委員長 戸野俊介君 

 本年度の親睦委員会は委員長に私、副委員長と
して石山桂子さん、委員として豊田哲司さん、同じ
く委員に秋葉秀樹さん、泉道夫さん、井出法さんの
計6名で運営してまいりたいと思います。 
 先月家庭集会を開きまして、今年度の方針を話
し合いました。大枠で言うと前年度と変わらず、会
員、会員家族間の一層の親睦を図るため各種親
睦行事を企画運営することになります。 
 親睦行事としては、まず観月会それからクリスマ
ス家族会、新年会、観桜会を企画しております。ま
た誕生日、結婚記念日の記念品贈呈を企画して
おります。 
 各種親睦行事にできるだけ多くの方に参加頂い
ていろいろな情報やロータリーの歴史などを共有
頂けたらと考えております。 
 
 広報委員会委員 田中徹君 

 本日、鈴木委員長欠席の為、お預かりした資料
を代読させて頂きます。 3 



次回例会    平成30年8月29日    担当 会員増強委員会 夜間例会 
 

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 

  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 

8月22日欠席(敬称略) 
荒井昌一・鈴木久雄・吉光寺政雄・小野安正 
井出 法・稲垣政一 

前回 8月8日分メークアップ(敬称略) 
該当なし 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

  

【事業計画】 
1. 今年もデジタルフォトコンテストを開催致します。 
2. 詳細は後日ご案内いたします。 
3. ロータリークラブの活動を地域社会に知らせる

ためには、各委員会と連携が不可欠です。
ロータリー情報委員会などと連携し、広報活動
に力を入れていきたいと思います。 

 会報委員会委員 藤﨑善隆君 

4. 近隣クラブにpaper 化した会報を配布します。 
5. 記録用として冊子を一部、作成します。 
6. 例会時未発表で掲載希望の情報などもお送り

頂ければ精査の上、掲載いたします。 
 以上が本年度の計画ですのでご協力よろしくお
願いします。 

 雑誌委員会委員長 澤田吉夫君 

 委員長が所用により欠席ですので代わりに私、
藤崎が会報委員会の年度計画を発表します。本
年度の会報委員会のメンバーは委員長に稲垣政
一君、副委員長に和気勝利君、委員に秋間忍君、
同じく委員に私、藤﨑善隆です。1年間よろしくお
願いします。 
 本年度の計画は例会欠席者や関係諸団体など
へ、例会内容を周知するため六つの計画を立て
ました。 
1. 本年度も引き続きPowerPoint を利用して会報

を作成します。 
2. 会報は出来る限り週末までに配信します。 
3. 会報を広報委員会と連携し黒磯ロータリクラブ

のホームページへ掲載します。 

 会員増強委員会委員長 秋間忍君 

 会員の純増２名を目標に新入会員の勧誘、退会
防止に努めます。 
 開放的、かつ健全なコミュニケーションを大切に
することで、会員一人一人の言動が、ロータリー会
員はもちろんのこと、家庭、事業、地域社会で関わ
る人々により意欲的な行動を誘発するようなインス
ピレーションとなり、それが新たな会員増強に繋が
るよう努力いたします。 

 本年度は計画は下記の通りです。 
1. ロータリーの友を会員に配布し購読を勧める。 
2. ガバナー月信を会員に配布し情報の提供。 
3. ロータリーの友を市内の主だった所に広報活

動の一環として広報委員会と協力して行う。 
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