
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2848回  村山年度  第31回  会報 2019  5-15   司会  吉光寺政雄君 

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 5月15日 37(7) 29(4) 8(3) 85.2％ 

前回 4月24日 37(7) 29(4) 8(3) 85.2％ 0 85.2％ 

お客様 

 黒磯高校インターアクトクラブ 
顧問 須藤亜希子様 
稲沢梓様・髙橋陽菜様・野内捺希様 
印南鮎梨様・山本じゅり様 

会長挨拶 村山茂会長 

様とともに、参加してまいりました。そして、先日5月
12日（日）には2019-20年度地区研修・協議会が、
栃木市の國學院大學栃木学園にて開催されまし
た。参加された次年度役員の皆様には、大変お疲
れ様でした。 

 皆様、こんにちは。10連休という超大型連休を挟
み、久しぶりの例会でございます。例会の開催は2
週休会となりましたが、4月27日（土）足尾の植樹祭
に、本日お越しの黒磯高等学校インターアクトの皆 

 また、今月25日（土）から26日（日）にかけて、那
珂川源流の水質調査がございます。さらに、6月7
日（金）には新旧引継ぎ会もございます。何かとお
忙しい中ではございますが、よろしくお願い申し上
げます。 
 さて、今月のロータリー特別月間のテーマは青少
年奉仕でございます。後ほど黒磯高校インターア
クトの皆様から活動報告等もございますが、ロータ
リークラブ活動の土台となる5つの奉仕部門の一つ
である青少年奉仕は、ローターアクト、インターアク
ト、ロータリー青少年指導者養成プログラム
（RYLA）ロータリー青少年交換などを通じて、青少
年や若い世代の社会人がリーダーシップ能力を伸
ばせるよう支援することです。先ほどの足尾の植樹、
あるいは、3月の台湾研修もその一環として実施さ
れたものです。 
 ロータリーにおける青少年のための活動は、
1920年5月、ニューヨーク・ロータリー・クラブが地
元団体と協力して行ったBoys' Weekを初の行事と 
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して始まりました。教育、市民、衛生、職業の分野
で青少年の育成を促すためのこのイベントは大成
功。1920年ロータリー国際大会で成功が報告され
ると、数年前に結成された活動委員会とともに
Boys' Workプログラムが始まりました。 
  ロータリークラブはこのプログラムで、地元の青
少年がよき市民となるよう、少年非行、不登校、不
健康を防ぐ活動に取り組むようになりました。 
 少年週間の行事は、たちまち世界へ広がりました。
1920年代中頃までには、25カ国、約600カ所で実
施されるようになり、1928年には3,000地域で開催
されています。また1924年にミシシッピ州でBoy's 
Weekとともに開かれたLoyalty Dayに、少年に加え
て少女も参加し、プログラムの対象が広がっていき
ました。 
 1920年代後半には米国で全国少年週間委員会
（National Boys’ Week Committee）が設置されまし
た。ロータリーもそれに参加することとなり、クラブは
Boy's Weekプログラムの目標を達成するために地
元でのBoy's Week行事を支援するよう奨励されま
した。 
 ロータリーは1954‐55年度に50周年を記念し、
Boys and Girls' Weekにスポットを当てたラジオドラ
マ（Spotlight on Youth）を制作しました。  Play 
audio 
 1934年にはBoy's Weekが青少年週間（Youth 
Week）となり、1936年には「Boys and Girls' Week」
（少年・少女週間）へと変わっていきました。 
 1954年、RI理事会はBoys and Girls' Week週間
への公式参加中止を決定しましたが、地元青少年
のための奉仕をその後も続けるようクラブに奨励し
ました。 
 ロータリーは後に、インターアクト、ローターアクト、
ロータリー青少年交換といった青少年や若者のた
めのプログラムを創設しています。  
 2010年、新世代奉仕がロータリーの第5奉仕部門
となりました。指導力育成活動、地元や海外での
奉仕プロジェクト、交換プログラムといった活動を通
じて若い人々に素晴らしい経験の機会を提供し、
世界平和と異文化理解が実現されるよう、ロータリ
アンは現在も活動を続けています。 
 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。 

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。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

親睦委員会 委員 秋葉秀樹君 

 皆さんこんにちは。親睦委員会副委員長の秋葉
です。今月の誕生祝いの方はおりません。 
 結婚記念日のお祝いは髙木慶一さん、髙木茂さ
ん、田中徹さんです。  

 結婚祝い 

  

髙木茂君 田中徹君 （欠席 髙木慶一君）     

 ガバナー事務所より5月度のロータリーレートが
＄1=￥112との連絡が入りました。 

 米山奨学会より「ハイライトよねやま230」が届き
ました。回覧しております。 

 本日例会終了後村山年度第15回理事・役員会
を開催致しますので、理事・役員の皆様はお残
り下さい。 
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ニコニコボックス 前田貴宏君 

植竹一裕君 ようこそインターアクトクラブの皆
様。 

村 山 茂 君 ようこそ黒磯インターアクトクトの
皆様。 

髙 木 茂 君 結婚祝い。結婚36年になります。

田 中 徹 君 結婚祝い。遂に40年が……… 

青少年奉仕委員会 
委員長 安藤譲治君 

 青少年奉仕委員長の安藤です。今日は青少年
奉仕委員会の卓話と云うことで、黒磯高校インター
アクトクラブの活動を発表して頂きたいと思います。 
  

 次期幹事 藤﨑善隆君 

 会計から5月分口座引き落としのご案内でござい
ます。 
① 観桜会 出席者1名 4,000円 
② ゴルフコンペ参加者のみ 5,000円 
③ ロータリー手帳 購入者のみ 648円 

5月20日引落となりますので宜しくお願いします。 

 会計 副会計 前田貴宏君 

 皆さん今日は次年度幹事の藤﨑です。本日、村
山年度理事役員会の終了後に次年度理事役員
会を開催しますので該当する方はお残り下さい。 

 黒磯高校インターアクトクラブ 
顧問 須藤亜希子様 
稲沢梓様・髙橋陽菜様・野内捺希様 
印南鮎梨様・山本じゅり様 

 黒磯高校インターアクトクラブ顧問の須藤先生を
始め、3年生の高橋さん、稲沢さん、野内さん、印
南さん、山本さんに来て頂きました。では、早速お
願いしたいと思います。 
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次回例会   令和 元年5月22日   担当 次期会長・幹事 地区協議会報告 
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 

5月15日欠席(敬称略) 
秋間忍・荒井昌一・大森貞男・小野安正 
斎藤幸夫・澤田吉夫・瀬尾紀夫・髙木慶一 

前回 4月24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 

 平成31年4月27日土曜日、ロータリークラブ会員7名、米山奨学生の権鎬珍君と、黒磯高校インター
アクトクラブの先生と生徒さんあわせて7名の計15名で、NPO法人足尾に緑を育てる会が毎年行って
いる、「春の植樹デー」に参加して参りました。晴天に恵まれましたが、大変風が強く肌寒く感じられる
中、約800段の階段をのぼり植樹活動を行いました。山の上から周囲を眺めると、まだまだ緑の復活に
はほど遠く、道のりの長さを感じさせられました。また、イノシシのために昨年植樹した部分の一部が枯
れてしまう被害もあったとのことですが、それでも多くの方と共に植樹活動に参加して、少しずつ前進
している様子も実感できました。次回以降も参加して参りたいと思いますし、他の団体にも勧めていき
たいと感じました。                                   社会奉仕委員長 藤﨑善隆 
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