
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2824回 村山年度 第7回 会報 2018 9-5 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  ****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 9月 5日 37(7) 31(6） 6(1） 86.1% 

前回 8月29日 37(7) 29(5) 8(2) 82.9% 2 94.3% 

 ボーイスカウト那須塩原第1団 
ボーイ隊隊長 常盤政博 様 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

多くの方々にはお見舞い申し上げます。先の西日
本豪雨といい、自然エネルギーの凄まじさを改め
て感じさせられたところです。皆様の事業への支
障はございませんでしたでしょうか。 

 皆様、今日は。昨日の台風21号の上陸は、関西
方面を中心に大きな被害をもたらしました。その全
容はこれからですが、お亡くなりになられた方々に
は、心からお悔み申し上げます。また、被災された 

 さて、今月の特別月間のテーマは、「基本的教
育と識字率の向上」でございます。全世界の子ど
もが初等教育を受けられるようにするには、あと
170万人の教師が必要とされています。ですから、
この問題に対するロータリー活動は、教師の養成
が一つございます。 
○ 活動のポイント 
 教師への最新の研修や資料を継続的に提供

する。 
① 教師向けの研修や教室備品を提供する。 
② 都市部以外の貧しい地域でカリキュラム作成

のための研修を提供する。例えば、職業研修
チーム（VTT）を派遣する。 

 また、生徒への支援も当然です。世界で5,700万
人の子どもが学校に通っていません。また、16歳
以上の人口7億8,100万人（内60%が女性）は読み
書きができません。 
○ 活動のポイント 
 文化的制約、安全面での懸念、家事や家計を

支える必要性など、少女の教育を妨げている 
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障害を取り除く・生徒、親、教師、学校職員にも
活動に参加してもらう。 

 集中言語能力助長プログラム立案において、
助言やリソースを提供できる地元団体と協力す
る。 

① 成人向けの識字プログラムを開発する。 
② 廉価の教科書や参加型活動プログラム支援。 
③ ボランティアで地元の生徒たちの生活指導を

する。 
④ 給食システムや学校の給水・衛生設備を改善

することで、生徒の病欠を予防し、通学しやす
い環境を整える。 

 このテーマは、ロータリー活動の中でも重要なも
のでございます。が、一方で、活動場所がワールド
ワイドですので、時間と資金が壁になり、なかなか
具体的な企画実行には至らないのが現状でござ
います。クラブの活性化という観点から言えば、こ
の活動が継続的にできれば、活動のステージが世
界に広がる訳ですので、名実相整い完璧なクラブ
となり、多くの人材を募ることが出来るのではない
でしょうか。 
 以上、本日は9月の特別月間のテーマについて
お話しさせていただきましたが、人口爆発の一方、
世界各地での紛争発生とそれに伴う難民問題な
どに繋がる事柄かと思っております。ご清聴有難う
ございました。 

親睦委員会 副委員長 石山桂子君 

 皆さんこんにちは。親睦委員会副委員長の石山
です。今月の誕生日は大森貞男さん、佐藤博さん、
秋葉秀樹さんです。結婚記念日は泉道夫さん、大
島三千三さん、吉光寺政雄さんです。 

村山年度第7回幹事報告 
 昨日、伊藤永峯ガバナーよりお電話を頂戴致

しました。西日本集中豪雨被害に対する黒磯ク
ラブから多額の義援金に対するお礼のお電話
でした。結果、地区として230万の義援金となり、
地区本部から10万加え広島に100万・山口と愛
媛にそれぞれ70万を義援金としてお渡しされた
とのことです。第2670地区：四国四県、第2690
地区：岡山・島根・鳥取、第2710地区：広島・山
口の3地区に対し均等に80万ずつ送金されたと
のことです。 

秋葉秀樹君 大森貞男君 佐藤 博君 

大島三千三君  泉 道夫君 
（欠席 吉光寺政雄君） 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程2年 権 鎬珍君 
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 村山年度現況報告書が皆様のポストに一冊入
れてあります。1人二冊ですので、もう一冊はポ
ストの下に置いてありますので、お取りください。 

 10月28日(日)に開催される2018-19年度地区
大会の出席表を回覧しております。今回はこの
大会自体が例会となりますので、奮ってご参加
お願いいたします。石山さんより出発するバス
を手配いたしますので、バスをご利用される方
は手段の欄に◯をお付けください。 

 国際交流協会よりボランティア入門講座の案内
が届きました。回覧しております。 

 ガバナー事務所より今月のリソースの案内が届
きました。現在回覧しております。 

 訃報の連絡です。第1グループガバナー補佐
の橋本憲一ガバナー補佐のご母堂様が9月1
日に永眠されました。心からお悔やみ申し上げ
ます。葬儀につきましては、セレモニーホール
あぶらやで本日18:00より通夜式、明日12:00よ
り告別式となっております。第1グループとして
生花1基を供花することとなっており、香典等に
関しては、各クラブ対応との連絡を 
頂いております。そこで黒磯クラブとしては、生
花1基と香典１0,000円とし、村山会長が参列致
します。 

 本日例会終了後理事役員会を開催致します。
理事・役員の皆様はお残りください。 

小野安正君 

村山 茂君 ボーイスカウト那須塩原第1団常盤
政博隊長様、本日の卓話ありがと
うございます。 

髙木慶一君 今日の担当例会プログラム委員会
よろしくお願いします。 

荒牧明二君 暑さ、まだまだ続きます。健康に注
意しましょう！ 

大森貞男君 本日が誕生日ですので、うれしい
です。 

泉 道夫君 結婚祝いありがとうございます。 

相馬征志君 今月に入り 2.3.4の三日間、北ア
ルプスに遊びに行ってきました。
燕岳の山頂近くでブロッケン現象
に遭遇し、光輪にデコレートされた
自身の影に思わず合掌してしまい、
そしてXデーの遠からぬことを予感
しました。 

佐藤 博君 誕生祝ありがとうございます。 

秋葉秀樹君 誕生祝ありがとうございます。 
 

 プログラム委員会 
委員長 髙木慶一君 

 事業計画は先月の例会で発表していますので、
今日の卓話はボーイスカウトの常盤政博隊長に第
17回日本スカウトジャンボリーの報告をお願いしま
した。 
 ボーイスカウト那須塩原第1団は昭和51年12月7
日に発団しました。黒磯ロータリークラブと黒磯ライ
オンズクラブと黒磯那須青年会議所の支援を受け
て発団しました。 
 黒磯ロータリークラブ山田一典さんと後藤栄次さ
ん達、ライオンズクラブから藤田国泰さん青年会議
所から田村吉興さん大森貞男さん吉田亜雄さんと
深谷 穆さん鈴木知義さん達と高木慶一で、田村
さんが黒磯第2団（東那須野）の隊長、私が黒磯第
1団の隊長、吉田さんが副長で発団しました。35星
霜をロータリークラブの皆さんのご協力で平成24
年7月15日に開催いたしました。発団以来今年で
42年になります。 
 今日の卓話の常盤政博隊長は私がシニアの隊
長時代にボーイスカウトとして黒磯第1団（隊長室
井 伝さん）で活動していたスカウトです。今は那
須塩原第1団ボーイ隊々長です。今日は8月4日か
ら10日まで（6泊7日）石川県珠洲市で開催された
第17回日本スカウトジャンボリー派遣隊栃木4隊と
して行って来ました報告をさせて頂きます。黒磯
RCから毎年支援金を頂いております、感謝申し上
げます。 
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次回例会          平成30年9月12日        担当 会報委員会 
 

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 

 9月 5日欠席(敬称略) 
荒井昌一・薄 孝明・秋間 忍・吉光寺政雄 
戸野俊介・和気勝利 
 8月29日欠席(敬称略) 
荒井昌一・瀬尾紀夫・秋葉秀樹・小野安正 
田中 徹・戸野俊介・豊田哲司・吉光寺政雄 

前回   8月29日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹・田中 徹 
 
前々回 8月22日分メークアップ(敬称略) 
該当者なし 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

出席委員会 合同家庭集会 
 8月31日（金）那須ミッドシティーホテルにて出席
委員会主催よる合同家庭集会が開催されました。 
 クラブ3役を初めとして会報委員会、ロータリー情
報委員会、親睦委員会が集い、本年度クラブ方針
である会員増強や各委員会の連携など意見交換
し貴重な時間を持ちました。 
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 栃木県からは4個隊約160名が参加し、那須塩原
1団は4名のスカウトが参加しました。スカウトは小
学校6年生から高校生までが参加し、参加スカウト
は1週間程度の野営生活が出来る体力と技術があ
る事が条件です。しかし、現地はとても暑く初日か
ら体調不良を訴えるスカウトが多く発生しましたが、
栃木派遣隊には看護師2名と薬剤師1名が同行し
初日からスカウトの救護にあたりました。大変な
日々でしたが1週間の野営を経験したスカウトたち
は心身ともに大きく成長していました。またの機会
に是非ともスカウトと参加したいと思います。 

 2018年8月4日～10日まで第17回日本スカウト
ジャンボリーに参加してきました。日本ジャンボ
リーとは、ボーイスカウト日本連盟主催のキャンプ
大会であり、国内におけるボーイスカウトの最大の
行事です。期間中は派遣隊長のもとスカウトによる
自治を作り野営生活をしながら、会場の内外に用
意されたプログラムに参加し、スカウト技能の披露
や国内外のスカウトと交流を行います。1956年（昭
和31年）に初めて開催され、以後4年に一度開催
されている大きな大会です。今回の日本ジャンボ
リーの規模は以下の通りです。 

第17回日本ジャンボリー 
場所：  石川県珠洲市 
期間：  2018年8月4日～8月10日（車中泊

 を含め全 行程6泊7日） 
参加者数： 約2万人 
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