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第2823回 村山年度 第6回 会報 2018 8-29 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  副委員長 泉道夫君 
次回例会にて発表します。 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程2年 権 鎬珍君 

 皆さん、今晩は。本日は、2018-19年度最初の
夜間例会ということですので、ご挨拶は程々にさ
せていただきますが、先ほどの幹事報告にありま
した、西日本豪雨災害への支援金につきましては、
社会奉仕委員会そして理事役員会において慎重 

にご審議いただいた結果、黒磯クラブとして50万
円を拠出することといたしました。今後につきまし
ては、復旧復興の経過を見守る一方、近年の多
発する災害等を踏まえながら、必要に応じ対応し
てまいりたいと考えておりますので、皆様にはご理
解いただきますようお願い申し上げます。 
 この後少しお時間をいただき、米山記念奨学生
の権鎬珍(ｸｫﾝ ﾎｼﾞﾝ)君のスピーチをいただき、懇
親会に移らせていただきます。以上、ご挨拶とさ
せていただきます。 

お客様挨拶 
 米山記念奨学生 

権鎬珍様 

 今年の夏は特別に暑く、日本はもちろん韓国も
40度まで気温が上がりかなり暑かったようです。そ
れでも栃木県はそこまで暑くなく私は今まで40度は
経験しておりません。一度は経験してみたいと、韓
国の家族や友達に言ってみたところ、やめた方が
いいと言われました。 
 韓国や関西地方ほどではなかったですが、宇都
宮も以前よりは暑い日が長く続いたと思います。毎
週日曜日にやっているサッカーも中止になり、室内
にいるばかりで、この暑さに負けそうになったとき、
友達と日光に行くことになりました。 
 小田代ヶ原を一周し、イギリス大使館の別荘の跡
地と華厳の滝をみて帰りました。湿地の保全に関
するラムサール条約に登録されている小田代ヶ原
は周囲2キロの草原で、湿原と草原の特徴を持つ
希少な草原地帯でした。草原の真ん中にある「小
田ケ原の貴婦人」と呼ばれる１本のシラカンバの木
はとても美しく、幻想的なところでした。 
 小田代ヶ原は、ひと時シカに荒らされてしまったこ
ともあるようですが、シカ除けネットが張られ、元の
自然を回復できたようです。そして、一般車の進入 
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村山年度第5回理事・役員会報告 
 9月度例会スケジュールの件 5日•12日•26日全

ての卓話を外来卓話とする件 承認 
 会員在籍保有年数の一部訂正等の件 

今年度現況報告書より、国際ロータリーの算定
基準に算定する件 承認 

 西日本集中豪雨被害の義援金の件 
黒磯クラブ特別会計より、¥500,000拠出しこれ
に充当する件 承認 

 ロータリー財団支援の件 ＄180／1人(ニコニコ
＄50+個人負担＄130)の拠出で承認 

 米山記念奨学会支援の件 ¥19,000 (普通寄付
¥4,000+特別寄付=¥15,000)の拠出で承認 

 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。 

 前期社会奉仕委員会 委員長 鈴木隆子君 

 出席委員会  委員  大森貞男君 

が禁止され、ハイキングもしくは定期運行されてい
るハイブリッドバスでしか入れることができなくなっ
ており、それによって自然が保護され、とても美し
い姿を見ることができました。情報センターもあり、
そこで小田代ヶ原の景色の写真や住んでいる生き
物の紹介など湿地に関する情報を得ることができ
ました。 
 その日、家に帰ってから私は韓国のラムサール
条約について調べたところ、湿地の保存に関する
ラムサール条約は1971年から始まっており、日本
は1980年にこの条約に加入したのに対し、韓国は
17年遅れて1997年に加入しておりました。 
 経済成長に力を入れてきた韓国では湿地はもち
ろん水資源に対する保護の概念が遅れていると感
じます。私は韓国でもラムサール条約に加入され
ていることころを何か所か行ったことがあります。も
ちろんとても自然がステキなところでしたが、パンフ
レットや情報センターなどがないなど、とくにその地
域の湿地を保護しようとする動きは見えませんでし
た。せっかく条約に登録されることができたので、も
う少し環境を守る体制を整えて、もっと多くの人にも
湿地の大切さを知らせてほしいと思いました。 
 今年の夏は、日光という地理的にも近いどころに
行けて、大自然を楽しめ、そしてまた自然のありが
たさを感じたことができた夏でした。以上でスピー
チを終わらせたいと思います。どうもありがとうござ
いました。  

 クラブ内愛好会事業のメークアップの件 
クラブで承認された愛好会等の活動に参加した
場合のメークアップを認める事を承認 

 
村山年度第6回幹事報告 
 ガバナー事務所より、第42回RYLAセミナーの

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。 

 同じく2018年度カウンセラー研修会案内が届き
ましたので、平山博カウンセラーにお渡ししまし
た。 

 9月のロータリーレートは¥112となります。 
 西那須野ロータリークラブより、会報が届いてお

ります。回覧しております。 

 出席委員会からご連絡いたします。8月31日出席
委員会の炉辺会議を行います。皆様是非ご参加
願います。 
 先ほど植竹幹事がお話になったように、これは
メーキャップになりますので、懇親会が始まる前ま
でに私までご連絡頂けるようお願い申し上げます。 

 前年度の社会奉仕委員会からご報告申し上げま
す。 
  2 



 恒例となっています那珂川水質調査の記事を相
馬征志さんがロータリーの友に寄稿してくださいま
して、今回、9月号の55ページに掲載されました。
どうぞお時間のある時にご覧になってください。そ
して、また、来年もどうぞ皆様ご参加ください。よろ
しくお願いいたします。 

 参考：ロータリーの友 寄稿オリジナル版
（全文掲載） 

 河川水を調べて11年 
       黒磯ローリークラブ 
     第2550地区 栃木県 
 当クラブが拠点とする那須塩原市黒磯地区(旧黒
磯市)は栃木県の最北に位置し、福島県との境に
は那須の山々が連なり、隣接する那須町とともに
登山・ハイキングそして温泉を楽しむため多くの
人々が訪れます。 
 自然豊かなこの地で私達が大切に思うものの一
つに「清流・那珂川」があります。この流れは那須
連山の渓谷を水源とし、中小の支流を集め茨城県
大洗町とひたちなか市の境で太平洋に注ぐ全長
150㌔(日本19位)の大河です。 
 百十余年前、那珂川上流に取水堰を設けること
で完成した那須疏水は琵琶湖疏水・安積疏水とと
もに「日本三大疏水」の一つに数えられ、当時の明
治政府による那須野ヶ原開拓に不可欠の施設でし
た。そしてその重要性は今も変わらず、2006年に
は国の重要文化財に指定されています。 
 1970年代に入り那珂川上流部に二つのダムが作
られたことにより黒磯地内での流水量減など徐々
に変化が見られるようになり、これを生活用水とし
ている一部の市民からは水質の悪化を危惧する声
も出はじめました。 
 2007年6月、社会奉仕委員会は正確な水質の情
報を得るための調査を計画し、一泊二日で那珂川
本流四箇所・源流一箇所、計五か所で採水して専
門機関(㈱那須環境技術センター)へ分析を依頼し
ました。 
 分析結果は五地点全てで (PH)水素イオン濃度・
(BOD)生物化学的酸素要求量・(COD化学的酸素
要求量・(SS)浮遊物質量の四項目が、環境省の定
める【(AA)水道一級基準(簡単なろ過程度で水道 

水として供給可)】に適合しており、汚染と言える程
のものは認められませんでした。しかし大腸菌群数
値(MPN/100mL)は下流域ほど高くなる傾向が見ら
れ、流域周辺の状況が影響しているものと考えら
れます。 
 このときを手始めとし、11回目の調査を今年
(2018年5月)も行い、得られた数値もこれまでのも
のと殆んど変化はありませんでした。 
 この後も調査活動を続け、分析結果に大きな変
化(悪化)が認められた場合は行政機関(市・県)へ
データの開示を行うことにしておりますが、そうした
環境悪化が進まぬことを願っております。 
                      (相馬征志・記) 

那珂川源流峠沢でのサンプリング 鈴木委員長 

薄 孝明君 

 スマイルボックス委員会、委員の薄でございます。
本日は該当者はございませんでした。 

集合写真 大黒屋前にて 
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懇 親 会 

担当委員会挨拶 会員増強委員会 
秋間 忍 委員長 

皆さんこんばんは! 
 本日の卓話担当が会員増強委員会であることは
承知しておりましたが、権君のスピーチがあると聞
いておりましたので、先ほど植竹幹事に言われるま
で懇親会については全く考えておりませんでした。
せめて委員長挨拶くらいはさせていただこうと思い
ここに立たせていただいた次第です。会員増強委
員会は事業計画でもお伝えした通り、純増2名の会
員拡大を目指しております。今宵楽しい会話と美
味しいお酒で皆さんに盛り上がっていただければ、
きっと素晴らしい発想、素晴らしい人材の発掘に繋
がると信じております。村山年度の人材発掘、会員
増強に皆様の積極的なご協力がいただけますよう
心よりお願い申し上げます。 

 司会 副SAA  荒牧明二君 

 乾杯 鈴木久雄君 

 皆さん、こんばんは。 
 先程、秋間会員増強委員長、御挨拶の通り、本
日の夜間例会は、会員の親睦と村山年度２名の会
員増強目標実現に向けて、意見交換の例会です。
一人でも多くの会員拡大が実現出来る事を期待し
て乾杯をしたいと思います。 
 カンパイ！ 

懇親会 スナップ写真 
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次回例会         平成30年9月5日     担当 プログラム委員会 
 

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 

  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 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

中締め挨拶 月江寛智君 
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