
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2844回 村山年度 第27回 会報 2019 3-27 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  井出法君 （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 3月27日 37（7） 30（4） 7（3） 88.2％ 

前回 3月13日 37（7） 30（5） 7（2） 85.7％ 1 88.5％ 

お客様 
 那須山岳救助隊 隊長 高根沢修二様 

 ボーイスカウト那須塩原第1団 
団委員長 髙木慶一様 

 ガールスカウト栃木第34団 
団委員長 長谷川まち子様 

 那須保護区保護司会 
副会長 髙橋智純様（西那須野RC） 

会長挨拶 村山茂会長 

 皆様、今日は。桜の開花宣言が聞こえてまいりま
した。暖冬のせいか例年よりも開花が早いようです。
5月1日には元号が改められますが、昭和・平成を
彩った各地の桜の老木化も伝えられております。
新たな時代の幕開けとなるのでしょうか。 
 さて、本日は3月19日付日本経済新聞の1面に掲
載された記事をもとにお話しいたします。ご覧にな
られた方もいらっしゃると思いますが、「賃金水準、
世界に劣後、脱せるか貧者のサイクル」の見出しで、
1997年から2017年の20年間で日本の時給は9%減
り、主要国で唯一マイナスになったそうです。国際
競争力の維持を理由に賃金を抑える一方、付加 

1 

mailto:m2550@agate.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:k.uetake@coral.plala.or.jp
mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp


価値の高い仕事への転換が滞り、賃金が上がらな
い。 
 経済協力開発機構（OECD）の調査によると、残
業代を含めた民間部門の総収入について、働き
手1人の1時間当たりの金額は、国際比較が可能
な17年と97年と比べた結果、英国は87%、米国は
76%、フランスは66%、ドイツは55%。韓国は2.5倍も
増えたそうです。日本の平均年収は米国を3割も
下回っているそうです。 
 1989年12月大納会にて史上最高値を記録して
以来、20年間にわたるデフレと円高そして過剰投
資により、製造業などは賃下げまで行い、気が付
けば日本の賃金は世界から大きく取り残されてしま
いました。 
 2012年12月から始まった現政権と日本の中央銀
行である日銀により、金融と財政の超緩和政策を
実施し、株価の上昇と円安により企業収益は大幅
に改善されてきましたが、相変わらず賃金は滞り、
総理大臣自らが企業経済団体に賃上げを要請す
る事態は、皆様ご承知の通りです。 
 また、1人の働き手による1時間当たりの成果を示
す生産性についても、長時間労働がはびこった日
本は、この半世紀、先進7か国のなかで最下位だ
そうです。低賃金を温存するから生産性の低い仕
事の自動化・効率化が実施されず、付加価値の高
い仕事へのシフトが進まない。その結果、生産性
が上がらず賃金も上がらない、「貧者のサイクル」
に日本は陥っているという訳です。 
 ところで、インバウンド（主に東アジアの観光客）
について、2011年には622万人に過ぎなかったそ
の数が、2018年には3000万人を超えています。こ
の調子ですと東京オリンピックが開催される2020年
には、4000万人という政府目標が達成されそうで
す。 
 その理由として、治安の良さやホスピタリティーが
優れているという面はあるにしても、それだけでは
このような数字は生まれません。先ほど円高に触
れましたが、東北大震災直後には史上最高値の
76円25銭を記録しました。 
 直近はというと、概ね111円台で推移しております
が、それを比較すると40数パーセント安い。１ドル
が１ドル４０数セントの価値になる訳です。 
欧米でランチを食べるには、１０ドル以下では満足
な食事はできません。ところが、日本では５００円以
下でそこそこの食事ができます。破格の値段と言
えます。日本はいつの間にか安い国になっていた
わけです。皆様は、どうお感じでしょうか。以上、ご
挨拶といたします。ご清聴有難うございました。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第27回幹事報告 
 3月20日(水)に行われました故君島寛市長の市

民葬にクラブを代表して村山会長が参列されま
した。その時の次第を回覧しております。 

 那須塩原市より2台の消防自動車の無償譲渡
が決定致しましたので通知書を回覧しておりま
す。 

 栃木高校より、第22回インターアクト年次大会
報告書が届きましたので回覧しております。 

 ハイライトよねやま228が届きました。回覧してお
ります。 

 村山年度現況報告書が余っております。2冊ず
つの配布ですので、お持ちになっていない方
は持ち帰って下さい。 

 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より第4回
資料が届きました。藤﨑社会奉仕委員長にお
渡しいたしました。 

 4月のロータリーレートは＄1=￥110の連絡が入
りました。 

 次回4月3日は親睦委員会主催の観桜会となり
ます。点鐘18：00ですので、ご注意下さい。 

委員会報告 髙木慶一副会長 

 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。 

 社会奉仕委員会 委員長 藤﨑善隆君 
  5月25日～26日の日程で予定されております、那

珂川水質調査の出欠確認を回覧させて頂いており
ます。 
 ご本人の出欠とご家族の出欠をおしらせください。
なお、ご家族の欄には性別も併せてご記入下さい。 
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 皆さまのご参加をお願い申し上げます。 

 ゴルフ愛好会 髙木慶一君 



ニコニコボックス 鈴木隆子君 

髙 橋 智 純 様 本日はお世話になります。 

髙 木 慶 一 君 ボーイスカウトへの援助金を頂
き有難うございます。 

藤 﨑 善 隆 君 各団体の皆様、本日はお忙し
い中ありがとうございます。 

秋 間 忍 君 孫娘（二人とも）希望校進学祝 

 ゴルフ愛好会の方からご報告申し上げます。3月
の17日に村山年度第2回のゴルフ大会を那須黒
羽ゴルフクラブで開催致しました。優勝は秋間忍さ
ん準優勝が井出法さんでした。 

支援金贈呈 

那須山岳救助隊 隊長 高根沢修二様 

ボーイスカウト那須塩原第1団 団委員長 髙木慶一様 

ガールスカウト栃木第34団 団委員長 長谷川まち子様 

那須保護区保護司会 副会長 髙橋智純様 

社会奉仕委員会 
委員長 藤﨑善隆君 
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 本日は那須山岳救助隊隊長 高根沢修二様、
ボーイスカウト那須塩原第一団 団委員長 髙木
慶一様、ガールスカウト栃木第34団 団委員長 
長谷川まち子様、那須保護区保護司会 副会長 
高橋智純様にはお忙しい中、お越しいただきあり
がとうございます。 
 ロータリークラブも奉仕団体として、社会への奉
仕を志し諸々の活動をしているところではございま
すが、専門知識を要する事業など、ロータリーの
活動では限界があるのも事実であろうと思います。
そうした活動をなさっている団体様に対しては助
成金を贈呈させていただくことでそのご活動を支
えていくことも、形を変えた奉仕であると理解いた
しております。 



 那須山岳救助隊 隊長 高根沢修二様 

 ボーイスカウト那須塩原第1団 団委員長 
髙木慶一様 

田村吉興さん大森貞男さん深谷 穆さん吉田亜雄
さん鈴木隆子さんのご主人知義さんと私達、田村
吉興さんが黒磯第2団（東那須野地区）の隊長、私
が黒磯第1団（黒磯地区）の隊長、吉田亜雄さんが
副長で発団しました。その後１市2町の合併で那須
塩原市となりましたので黒磯第1団から那須塩原
第1団に名称変更しました。黒磯ロータリークラブ
の皆様のご支援ご協力を頂き平成24年7月15日に
東原活動センターにて35星霜の式典を挙行させ
て頂き爾来、本年で42年になります。 
 昨年9月5日のプログラム委員会担当例会で第
17回日本スカウトジャンボリーの報告をさせていた
だきました。昨年はこの17NJに参加のための訓練
がおもな活動になります。5月12日～13日さくら市
勝山城跡で北部地区合同訓練7月14日～16日那
須営場にて17NJ直前訓練に参加、8月3日～10日
（全日程7泊8日）石川県珠洲市で開催された17NJ
に指導者2名スカウト6名で参加してまいりました。 
 奉仕活動としては10月28日の巻狩り祭りに参加、
1月18日に成人式典の奉仕活動をいたしました。 

1. 遭難救助活動 
那須連山に遭難事故が発生した際、那須塩原
警察署長、那須山岳遭難防止対策協議会の
要請 に応じて出動し、遭難者の捜索及び救助
などの人命救助活動に従事する。個人的な山
行であっても、事故に遭遇した場合は、関係機
関と連携をとり、可能な範囲で救助活動にあた
ると共に、事故の拡大の防止及び再発防止に
努めるように心がける。 

2. 事故予防及び自然保護活動 
年間を通じて登山者及び観光客の多い時期を
重点期間と定め、登山指導センター及び全山
域の登山コースにおいて、「山岳パトロール」を
実施し、安全登山の指導、自然保護活動の啓
発活動を行う。また、登山ルートの危険個所の
補修とともに、関係機関と連絡をとり、登山ルー
トの安全確保に努める。これらのことは、通常の
山行においても心がける。 

3. 遭難救助訓練 
安全かつ敏速に行動し、人命救助という初期
の目的が達成できるように訓練する。 

4. 会識 
救助隊の運営を効率的に推進するために、会
議を開催する。 

5. 各種研修会への派遣 
隊員の全国山岳遭難対策会議等の主催する
登山研修・救助研修への受講を推進する。 

6. 諸会議への出席 
那須山岳遭難防止対策協議会・栃木県山岳
遭難防止対策協議会等の会議に参加する。 

7. 関係行事 
那須岳開山祭・閉山祭、その他関係機関の行
事及び会議に参加する。 

8. その他 
その他必要な事項は、委員会で協議して実施
する。 
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 ガールスカウト栃木第34団 
団委員長 長谷川まち子様 

 本日は会員の皆様より、たくさんのご奉仕を頂き
本当にありがとうございます。貴クラブ様からの支
援金を今後のガールスカウト活動のため有効に使
わせて頂きます。 
 今やAI時代、私達をとりまく環境は目まぐるしい
速さで変化しております。ガールスカウトも時代に
沿った活動内容に変わって来ております。年号も
変わり、ますます多様化の時代になって来ると思わ
れますが、私達ガールスカウトには、スカウト活動
の設立以来100年という長きにわたり脈々と受け継
がれています「やくそくとおきて」があります。これか
らも、この「やくそくとおきて」の基、次代を担い社会
貢献できる女性に育つよう、リーダー共々、スカウト
の成長の一助となるよう努力していきたいと思いま
す。 
 今後ともガールスカウト活動にご理解とご協力を
宜しくお願い申し上げます。本日は誠にありがとう
ございました。 

 那須保護区保護司会 
副会長 髙橋智純様 

 今日は各団体の皆さまに、それぞれの活動をご
報告いただき、理解を深めてまいりたいと思います。 
それでは各団体の皆さま、よろしくお願いいたしま
す。 

 今日は黒磯ロータリークラブの皆様から社会奉
仕委員会を通じて私達ボーイスカウトにご支援い
ただきましてありがとうございます。 
 那須塩原第1団は昭和51年12月7日に黒磯ロー
タリークラブと黒磯ライオンズクラブと黒磯那須青
年会議所の支援をうけて黒磯第1団として発団しま
した。 
 黒磯ロータリークラブ山田一典さん後藤栄次さん
達、ライオンズから藤田国泰さん青年会議所から 

 私は那須保護区保護司会副会長をしております
高橋智純と申します。鈴木正義会長の代理で参り
ました。どうぞ宜しくお願い致します。 
 本日は本席にご案内頂き誠に光栄に存じます。
また、黒磯ロークリークラブ様には長年にわたり私
達保護司会に対し貴重な浄財を賜り、同時に更生
保護活動に深いご理解ご協力を頂いています事
に心より深く感謝申し上げます。 
   なお、黒磯ロータリークラブの会員様の中には私
達保護司会の会員・元会員及び、犯罪や非行に 



次回例会      平成31年4月3日     担当 親睦委員会 観桜会 
 

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 

3月27日欠席(敬称略) 
荒井昌一・大島三千三・月江寛智・豊田哲司
檜山達郎・前田貴宏・和気勝利 
 

前回 3月13日分メークアップ(敬称略) 
秋間忍 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 5 

② 社会を明るくする運動（法務省主唱） 
✤ 市・町推進委員会との共催 
✤ 内閣総理大臣メッセージ伝達式 
✤ 各支部単位において啓発活動 
✤ 学校訪問（作文コンテスト・校長・生徒指導担

当懇談） 
✤ 少年の主張発表大会（栃木県・那須地区） 
③ 薬物乱用防止教室（江連岳雄部会長） 
✤ 那須塩原市・那須町・大田原市の小中学校に

おける教室 
✤ 栃木県薬物乱用防止指導員研修 
④ 就労支援活動（若松洋部会長・瀬尾紀夫協

力雇用主会長） 
✤ 協力雇用主会628社における雇用促進PR 
✤ 協力雇用主会入会の促進 
✤ 矯正施設の視察研修（刑務所・少年院等） 
✤ 那須塩原市に対しての入札参加資格優遇制

度（承認） 
✤ 協力雇用主会員研修会・総会・情報交換会等 

 
ご清聴ありがとうございました。 

陥った人たちの就労を支援する協力雇用主会の
会長さん等多くの方が在籍しておられます。私も大
変心強く感じている所であります。 
 申しあげるまでもなく、保護司会は犯罪や非行に
陥った人たちが、再び社会の一員として立ち直りを
支える活動とともに、犯罪や非行の無い安全で安
心できる地域の実現に向けての活動を行っており
ます。(面接を通して犯罪や非行に陥った人たちの
改善更生を図る事及び犯罪予防ための学校との
連携・街頭啓発活動等） 
 しかし、近年の傾向として、犯罪や非行の発生件
数は減少傾向にあるものの、再犯率が極めて高く
矯正施設入所者の60%強が再犯者で占め、そのう
ちの70%が無職者であるという現状であります。 
 その主な要因は、帰るべき場所がないまま矯正
施設等からの出所者が多い事、そして特に、就労
の門戸を閉ざされ就労の機会が極めて少ないとい
う現状であります。 
 国も2020年の東京オリンピック．パラリンピックに
向けて「世界一安全な国日本」の実現に向けてそ
の施策を講じている所であります。平成26年12月
には 「犯罪に戻らない、戻さない」を閣議決定し再
犯防止対策として「仕事と居場所」の確保が必要
不可欠として重点目標に掲げ、政府一丸となって
取り組んでいる所であります。 
 平成28年12月には再犯の防止等の推進に関す
る法律が公布施行され犯罪や非行に陥った人た
ちの就労支援の強化が求められています。また、
昨年12月に本法を踏まえ国の再犯防止推進計画
が策定されました。杤木県及び各市町村において
も同推進計画が策定される見通しとなり自治体•更
生保護関係者・各種団体が互いに連携して地域 

② 矯正施設入所者の生活環境調整 
✤ 施設での本人面接．引受人との面接 

2. 犯罪予防活動（保護司法8条の2) 
① 地域啓発活動（街頭広報） 
✤ スーパー店頭における啓発（薬物．犯罪非行

等） 
✤ 巻き狩り祭り 
✤ 稲村地区青少年育成パレード（街頭広報・鼓

笛隊） 
✤ 那須高原ロングライド（会場広報） 

の安全•安心を構築する為の効果的施策が示され
るものと期待している所で有ります。 
 
※私達保護司会が現在までに取り組んだ活動及
び、今後の活動計画等を申し上げたいと思います。 
1. 更生保護活動（保護司法•更生保護法） 
① 犯罪や非行に陥った人たちの改善更生の毎

月2回の面接指導 
✤ 保護観察対象者．少年院仮退院者．刑務所

仮出所者．保護観察付執行猶予者 
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