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第2850回  村山年度  第33回  会報 2019  5-29   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  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 5月29日 37(7) 30(5) 7(2) 85.7% 

前回 5月22日 37(7) 29(5) 8(2) 82.8% 2 88.5% 

会長挨拶 村山茂会長 

 ご挨拶前にご報告を申し上げます。昨日、西那
須野ロータリークラブよりFAXにてローターアクトク
ラブ設立認証状伝達式へのご案内が届きました。
国際医療福祉大学生18名にて構成されており、そ
の第1回例会を合同で開催するとのことでございま
す。私は所要がありますので、次年度会長の吉光
寺政雄君にお願いいたしましたのでご報告いたし
ます。 
 それでは改めまして皆様、今日は。相変わらず
猛暑が続いております。例年ですと5月の連休が
終われば田植えも終わり、早苗たなびく緑の季節
という、清々しいイメージですが、今年は竹の子が
出る前に西瓜がなってしまう、といった感じすらす
るほどの陽気です。私も、今年2月で正式に高齢
者の仲間入りをさせていただきましたが、いささか、
ばて気味でございます。皆様には、くれぐれもご自
愛いただきたいと思います。 
 さて、本日は以前「地元愛が強い都道府県ラン
キング」をご紹介いたしましたが、その調査をした
ブランド総合研究所が、今度は「観光で行きたい
都道府県＆市区町村ランキング2018」を発表いた
しましたので、ご紹介したいと思います。調査方法
は、認知度、魅力度、イメージなど全84項目からな 
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る調査票をもとに、47都道府県と国内1,000の市区
町村を対象に行なわれました。 
 その結果、都道府県別の1位は北海道、2位京都
府、3位沖縄県、4位東京都、5位奈良県となりまし
た。1位の北海道は2009年から10年連続のトップ
です。上位5位の顔ぶれも順位の変動はあります
が、同じく10年連続で変わっておりません。また、
地元愛が強い都道府県ランキングの上位３つも、
同じでした。 
 一方、ランキング下位はというと、茨城県が10年
連続最下位でした。栃木県は44位、群馬県は45
位、埼玉県は46位と、北関東3県と埼玉県がワース
トを占め、これも前年と同じでした。 
 また、同時に発表された市区町村別での1位は
函館市（前年3位）、2位は札幌市（前年1位）、3位
は京都市（前年2位）、4位は小樽市、5位は富良野
市（前年11位）と、北海道の市が4つも選ばれる結
果となりました。栃木県内では日光市が19位にラ
ンクされました。 
 以前、外国人観光者数が増えている旨をお話し
いたしましたが、国内を旅行する人も増えておりま
す。2017年で6億4,720万人（平成30年2月：観光
庁「旅行・観光消費動向調査」）と、2014年比で
5,000万人近く増加しました。この背景はというと、
2011年の東日本大震災後のダウントレンドが、
2016年からの地方創生ブームにより回復したという
ことのようでして、震災により落ち込んだ数がやっと
回復したということのようであります。外国人旅行者
増とは異なるもののようです。少子高齢化の進行と
ともに、日本人の国内旅行者の減少は、避けられ
ないのではないでしょうか。 
 いずれにしましても、北関東３県＋埼玉県の認
知度の低さは「鉄板」であると言わざるを得ません。
観光産業等様々な関係者が永年努力してきたが、
その成果が、少なくともこの調査結果では見られま
せん。 
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 グローバル化は経済だけではありません。ゆとり
のある日本人は、連休ともなれば、海外旅行は普
通です。逆に、外国人旅行者の来日が増えている
のは、経済のグローバル化により所得が増えた東
アジアの皆様が大半です。当地域でも随分増えて
おります。整理すれば、これから減るであろう日本
人観光客数を賄うには、積極的に外国人旅行者
を受入れることが必要である。問題は、そのために
必要なインフラ整備と運営に必要な人材確保・育
成、そしてそれに必要な資金をどう賄うか。加えて、
日本人観光客との混在をどう調整するか。 
 少し話が深刻になってしまいましたが、当地域の
観光関連事業者の一人として、つい、愚痴ってし
まいました。ロータリーの友情に免じてお許しいた
だきたいと思います。以上、本日のご挨拶といたし
ます。ご清聴ありがとうございました。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

村山年度第33回幹事報告 
 ガバナー事務所より、6月度ロータリーレートが

＄1=￥110の連絡が入りました。 
 那須塩原市国際交流協会より総会資料が届き

ましたので、時庭稔国際奉仕委員長のポストに
お入れ致しました。 

 那須野巻狩祭り実行委員会より第1回実行委
員会資料が届きました。開催日が次年度の行
事となる為、安藤次年度社会奉仕委員長にお
渡し致しました。 

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。 

 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、那珂川水質調査のた
めの採水に行って参りました。参加者は、相馬征
志さん、大森貞男さん、黒澤洋一さん、鳥居輝一さ
ん、秋間忍さん、平山博さん、安藤讓治さん、前田
貴宏さん、藤﨑と、米山記念奨学生の権鎬珍さん
の計10名、そして三斗小屋宿までの車の送迎に
鈴木久雄さんにご協力頂きました。 

集合写真 大黒屋前にて 

 両日とも雲一つない快晴の天気に恵まれ、素晴
らしい景色を眺めながらの行程となりました。河畔
公園・板室温泉などのポイントで採水を行い、三斗
小屋宿跡から三斗小屋温泉を目指すAグループと、
福島県側から大峠を越えて峠沢の採水を行い三 

三斗小屋温泉へ
向かうBグループ
に分かれて作業
を行い、最終的に
は三斗小屋温泉
大黒屋さんで合
流を致しました。
旅館では温泉に
つかって疲れを癒 採水 藤﨑委員長 

し、夕食を挟みながら水質調査事業の意義から始
まり、ロータリーの活動など様々な会話を通して親
交を深めることが出来ました。次回の開催方法に
ついての建設的な意見も出て、大変有意義なもの
となりました。 
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クラブ奉仕委員会 年度総括 
委員長 大島三千三君  

 今年度、クラブ奉仕委員会・11委員会ともに委員
長を中心として活発な委員会活動を運営いたしま
した。特に合同委員会も多く開催いたしました。 
 村山会長の外来卓話を多く取り入れた、魅力あ
る例会の運営の目標にも、講師の皆様から多くの
情報が聴取できものと確信しております。 
 クラブ奉仕委員会、11委員長の皆様に感謝申し
上げます。 
 なお、プログラム委員会委員長、髙木慶一君。
会員選考/職業分類委員長、平山博君は欠席で
すので会報にて報告させていただきます。 

 プログラム委員会 委員長 髙木慶一君 

 村山年度は髙木慶一委員長、副委員長に月江
寛智会員、委員に檜山達郎会員、3人で運営して
きました。 
 本年度の計画 
 
 

 親睦委員会 委員長 戸野俊介君 

1. 会員とその家族の一層の親睦を図るため、各
種親睦行事を企画運営しました。また、会員増
強委員会と協力して、各種親睦行事に未入会
の人を積極的に誘い、楽しいロータリーを 

 スマイルボックス委員会 委員長 鈴木隆子君 

 スマイルボックス委員長の鈴木です。本年度のス
マイル委員会は副委員長に小野さん、委員に相
馬さん、前田さんの4人で運営して参りました。 
 現在の状況は、全体の達成率が82％となってい 

 6月5日18時より反省・慰労会を行う予定です（場
所は黒磯公園近くの「大幸」さんを考えています）。
水質調査にご参加頂いた方、ご参加頂けなかった
方、皆さまにご参加頂き、体験談やこれからの展
望について語り合えればと考えております。是非
多くの皆さまにご出席頂きたいと思います。ご出席
頂けます方は藤﨑までご連絡下さい。 

ニコニコボックス 前田貴宏君 

小 野 安 正 君 中国旅行してきました。 

齋 藤 幸 夫 君 黒磯ロータリクラブにお世話に
なり間もなく1年になります。引き
続きよろしくお願いいたします。 

黒 澤 洋 一 君 那珂川水質調査に三斗小屋温
泉一泊の山行に参加しました。
秘湯の温泉は最高でしたが、急
坂の登攀には体力の衰えを感
じた二日間でした。サポートして
くれた権鎬珍君には、大変お世
話になりありがとうございました。 

佐 藤 博 君 いつも心に安全運転 

1. 毎月のプログラムを会場へ掲示する。 
実行しました。 

2. 卓話担当委員会には1ケ月前文書で依頼す
る。 
文書でなくメールで実行いたしました。 

3. 外来卓話の方へは、担当委員会より卓話の原
稿を持参するよう依頼する。 
会報委員会に協力して頂き、スムーズに会報
が作成されたと思います。 

4. 卓話担当委員会から要請があれば地区に卓
話者の紹介や依頼をする。 
ベテラン委員長さん揃いでありましたので、委
員会でタイムリーな外来卓話者を依頼され地
区へは一度もありませんでした。 
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アピールしました。 
2. 親睦行事として、➀観月会、②クリスマス家族

会、③新年会、④観桜会を行いました。 

3. 会員の誕生・結婚祝いには、プレゼントを贈り
ました。 



 ロータリー情報 委員長 田中徹君 

 本年度のロータリー情報委員会は、鈴木久雄会
員、小野安正会員と私田中徹の３名が配属されま
した。 
 年度を振り返り報告を・・・との事ですが、４月２４
日の例会時にお話をさせていただきましたとおり、
計画された事業として入会されてまだ日が浅い会
員と共に炉辺会を開きました。全般的なロータリー
に関する情報は「ロータリーの友」から得られますし
月間目標に関しては村山会長から詳しく説明がな
されておりますので本年は当クラブの歩みと言った
ところを相馬先輩にお話しいただきました。  
 以上です。と終わりたいところなのですが一つだ
け付け加えさせて下さい。 

まして、100％達成された方は23人です。ご協力あ
りがとうございます。 
 今年度も残すところあと1ヶ月となりました。100％
達成に向けてラストスパートです。皆様のご協力を
どうぞよろしくお願いいたします。 

 クラブ史料委員会 委員長 髙木茂君 

 本年度は、副委員長稲垣政一さんとの2名で活
動しております。 
 担当例会（11月28日）の内容は、外来卓話として、
北那須郷土資料研究会の野崎賢治先生を講師
にお招きして、「歴史散歩」那須地域の忘れられた
歴史、戊辰戦争から150年。という内容でお話しい
ただきました。 
 委員会としての活動は、クラブ史料、備品等の保
管・整理、保管庫の整理整頓ですが、これから実
施したいと思います。以上、事業報告といたします。 

「会員誰もが心に残る奉仕活動の機会に恵まれる
事を願っております。」 

 会員選考/職業分類 委員長 平山博君 

1. 年度初めに職業分類を調べ直し各委員に正
誤の確認を取り付け、職業分類1・2を作成しま
した。 

2. 会員選考につきましては 
推薦された方がおられましたが、正式な書類
等は提出されておりませんでした。 

3. 2019年2月27日、村山年度第24回例会に地
区米山記念奨学会、選考委員の鈴木明裕氏
（西那須野RC)に米山記念奨学生について卓
話をお願いしました。 

 出席委員会 委員長 佐藤博君 

 出席委員会は、泉、井出、斉藤、大森、佐藤の5
名です。 
 例会も残すところ3回となりましたが、出席率100%
の目標には届かない感じです。無断欠席がなく、
食事の「ムダ」がなくなりましたが、SAA等々との連
携が良かったのだろうと思います。 
 ここ数年来、来訪ロータリアンが少なくなったこと
が強く感じられました。 

 広報委員会 委員長 鈴木久雄君 

村山年度計画として 
1.  デジタル・フォト・コンテスト第18回の開催 

ご自慢の作品で応募して頂けるように（お題）
を（無題）と致しました。会員及び会員の奥様
それぞれお一人3点まで、ご応募に御協力下
さいました方々に、感謝申し上げます。 4 



次回例会  令和元年6月5日  担当 次年度会長・幹事 クラブフォーラム 

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29日欠席(敬称略) 
荒井昌一・豊田哲司・澤田吉夫・泉道夫 
月江寛智・時庭稔・髙木慶一 

前回 5月22日分メークアップ(敬称略) 
鳥居輝一・藤﨑善隆 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

• 応募者総数14名・作品総数39作品・最優
秀賞稲垣政一「賢島からの夕暮れ」・優秀
賞相馬征志「ギザの夕暮れ」・佳作秋間忍
「姥ヶ平」・佳作鈴木久雄「水を語る三斗小
屋にて」 

2.  ロータリークラブの活動を広く地域社会に知ら
せるためには、各委員会と連携し、広報活動
に力を入れていきたい。今年度、社会奉仕委
員が黒磯高校インターアクトクラブの御協力を
いただき、那須塩原駅前の清掃（ゴミ拾い）を
行ったことは、広報活動として、大変良かった
と思います。 

 会報委員会 委員長 稲垣政一君 

 会報委員会、委員長の稲垣です。村山年度、会
報委員会の活動報告を致します。本年度、会報委
員会の構成は和気勝利副委員長、秋間忍委員、
藤崎善隆委員の4名で活動しました。 
 本年度の計画と活動につきましては 
1. PowerPointを利用し会報作成に関しましては、

昨年に引き続き同ソフトにて作成しました。 
2. 週末までの配信につきましては、皆様のご協

力のもと週末までに配信することが出来ました。
この場をお借りして感謝するとともに、引き続
きよろしくお願い致します。 

3. 広報委員会と連携した当クラブのホームペー
ジへの会報掲載につきましては、広報委員会
様の尽力により掲載となっております。 

4. 近隣クラブへの会報配布は毎月配布しており
ます。 

5. 記録用冊子一部作成に関しましては、年度末
に作成いたします。 

6. 例会以外の活動に関しましては、不十分では
ありますが、おおむねは掲載できました。 

 以上が計画に対する達成状況であります。感想 

としましては、計画はおおむね達成できましたが、
まだまだ改善する箇所が多々あると感じておりま
す。引き続き皆様のご協力を頂き、より良い会報の
作成を目指しますので、今後ともよろしくお願いい
たします。 

 雑誌委員会 副委員長 大森貞男君 

1. ロータリーの友を会員に配布して購読を促し
ました。 

2. ガバナー月信を毎月会員の全員に配布をし
ました。 

3. ロータリーの友を活動の一環として、黒磯高校、
南高校、いきいきふれあいセンター、黒磯図
書館等に配布を致しました。 

 会員増強委員会 委員長 秋間忍君 

 会員増強委員会の事業報告をさせていただきま
す。今年度は解放的、かつ健全なコミュニケーショ
ンを心がけることによって純増２名の会員増強を
目指してまいりました。現時点では井出さんの入
会１名のみの実績ですが、来月の理事会で承認
いただければ、もう１名の新入会員を迎えられるこ
とが確定しており、年度当初の目標を達成できると
考えております。会員各位のご支援、ご協力あり
がとうございました。 
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