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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2856回 吉光寺年度 第3回 会報 2019 7-24 司会 澤田吉夫君

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 時庭稔君 （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 7月24日 38（7） 29（5） 9（2） 81.5％

前回 7月10日 37（7） 31（5） 6（2） 88.5％ 2 94.6％

国際ロータリー会長：マーク・ダニエル・
マローニー

第 2550地区ガバナー： 川嶋幸雄
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

お客様

 滝田メディカルクリニック院⻑
瀧⽥雅仁様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆様、こんにちは。本日から瀧田医院瀧田雅仁
様がクラブに入会して下さいました。心から歓迎を
申し上げます。また、瀧田様入会までお骨折を頂
きました、黒澤会員、檜山会員、村山会員にも改
めてお礼を申し上げます。
さて、先日栃木テレビを見ていましたら、見慣れ

た方が。鈴木久雄会員でした。内容を申しますと、

歴代地区ガバナー比企先生が古民家を建てられ
て、建築施工主として、建物の解説をされていまし
た。同じクラブのメンバーのご活躍は大変励みに
なります。鈴木会員お疲れ様でした。
また、先週はSAA、社会奉仕、国際奉仕、青少

年奉仕の各委員会合同の炉辺に参加させて頂き
ました。経験豊富な皆様のお手伝いを頂きながら
一年間勤めて参りますので、どうぞ宜しくお願い致
します。
さて、今回取り上げるニュースは、吉本興業と芸

人の件です。皆様ご承知の通り、宮迫博之氏と田
村亮氏をはじめ、お笑い芸人が詐欺集団の宴席
で芸を披露し、お金を頂いていた問題です。当初
は、闇営業、直営業、いわゆる会社を通さないで
芸人が直接仕事を受ける件がクローズアップされ
ていましたが、どうやら吉本興業は給与が安いらし
く会社側も黙認していたようです。次に問題となっ
たのが、吉本と芸人の契約関係でした。吉本は、
お笑いの分野で日本一の会社です。売上500億
円、所属芸人5,000人、NSC（吉本総合芸能学院）
を擁し、テレビ局にとってもなくてはならない存在
です。数日前、社長が謝罪会見を行い、今その内
容について大変な苦情が寄せられているようです。
あるタレントは、社長が辞めないなら自分が辞める
と発言し、成り行きが注目されています。私が思い
ますに、白黒つける、という言葉がありますが、世
の中は灰色、いわゆるグレーが多いような気がして
います。白でもなく、黒でもない、いわゆるグレー
で、両者のバランスをとる場合が多いような気がし
ています。経営者と従業員然り、会社とお客様、会
社と取引先然り。どちらかが一方的に勝つと、他者
は圧倒的に負ける、損をするわけです。世の中、
圧勝もなければ、大きく負けることもない、いわゆる
グレー、あるいはいい塩梅とも言えるかもしれませ
ん。また、私の仕事では友引という日が大切であり
ます。友引は、友を引くから縁起悪いとお思いの
方もいるかもしれませんが、本来友引は、先勝と先
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負の間にあって、勝ちでも負けでもない、共に引く
から「ともびき」であるわけです。ともにひく。吉本興
行においても、この人が辞めないなら自分が辞め
るという、白黒ではなく、ともにひく、ともに会社を
良くすることが、トータルで見るとお互いの利益に
つながると考えます。
最後になりますが、本日例会終了後臨時理事役

員会を開催させて頂きます。理事役員の皆様、お
忙しい中恐縮ですが、宜しくお願い致します。

お客様挨拶

 滝田メディカルクリニック院⻑
瀧⽥雅仁様

皆さんこんにちは。この度入会させて頂きます滝
田メディカルクリニックの瀧田と申します。どうぞよ
ろしくお願いいたします。少しお時間をいただき、
私の自己紹介をさせて頂きたいと思います。
家族構成は妻に、中学生一人と小学生二人の

計三人の娘がいます。趣味と呼べるものはほとん
どないのですが、最近になりギターとウッドベース
を始めました。先日は黒磯音歩きなるイベントがあ
り、知り合いの先生と二人でコンビを組み、ホテル
トップスでライブ演奏デビューしてきました。大汗を
掻きながらもとても楽しく演奏することが出来、音
楽の楽しさに目覚めたところです。それから、古い
車に興味があります。同じような趣味の方がいらっ
しゃれば、ぜひともお話させていただきたいと思っ
ております。
生い立ちですが、昭和42年1月母の実家のある

氏家で生まれました。虹ヶ丘幼稚園、黒磯小学校、
黒磯中学校、大田原高校を経て東京は市ヶ谷の
駿台予備校で一浪の末、東京都文京区の日本医
科大学に進学いたしました。よく間違われるのです
が、日本大学医学部とは別の学校です。
大学時代はゴルフ部でしたが、大した成績は残

せていません。他にスキーとウェイトトレーニングに
熱中し、特にベンチプレスに関しましては120キロ
を挙げることができるようになり、卒業後30歳の時
には130キロ程度の重さまで挙げられるようになりま
した。
平成４年に大学を卒業し母校の消化器外科学教

室に入りました。勤務病棟では著名な方を受け持
つこともありました。詳細は話せませんが、ある患
者の急変で病院内の廊下を駆けていくと、物々し
い警備体制の中、防弾衝立の向こうで護衛の方が
腰の拳銃に手をかけ、思わずこちらがドキッとして
しまうなんてことも経験しました。手術ばかりでなく
研究にも没頭しましたので、海外の主要な学会で
研究発表をする機会も多くいただきました。後で分
かったことですが、若い医者を積極的に学会発表
させるのは出身大学独自の教育方針だったようで、
ほかの大学の場合ある程度経験・実績を積んでか
らでないと学会発表する機会が得られないこともあ
るようです。自分としては若いうちから海外などい

ろいろな経験を積ませてくれた母校にとても感謝し
ています。
その後、大学からの派遣で二年間山形県の公立

病院に勤めましたが、そこでは凄い数の手術件数
をこなし、実践面でかなり鍛えられました。緊急手
術も多く、昼過ぎから翌日未明まで手術室にいる
こともよくありました。サクランボで有名な地域です
が、これでもかと言うくらいのサクランボを農家の患
者さんから頂いて、毎日食事をするように食べてい
ました。
その後、大学の付属病院勤務を経て、平成15年

6月から父のクリニックで仕事を始めましたが、数年
間は大学の非常勤講師も勤めていました。消化器
外科出身ではありますが、現在は消化器内科・胃
腸科を専門とし、また診れる範囲ではありますが、
患者さんの利便のために他の科の診療も行ってい
ます。
自分のことばかりに目を向けてきたこの十年間で

したが、現在私がこうして職務を果たし生活できて
いるのは、多くの方々の助けがあればこそです。
お世話になっている地域、さらに広く世界にも目を
向け、何か貢献できることはないのかと考えがいた
るようになりました。
以前より、ロータリークラブ会員に相応しい人格

になれたらその暁には推薦して頂こうと考えており
ましたが、“ただ待っているだけではそんな日は来
ない”と言う事にようやく最近気づきました。ありが
たいことに、「ロータリーどお？」と声を掛けていた
だける先輩方に恵まれ、入会を決意いたしました。
是非皆さんの輪に加えていただき、奉仕活動を通
じて社会に貢献し、同時に自分自身の人格も高め
ていくことが出来ればと考えておりますので、様々
な方面でのご指導賜りたく存じます。
本日はご清聴ありがとうございました。

幹事報告 植竹一裕副幹事

第3回幹事報告
1. ガバナー事務所より本年の地区大会のご案内

が届きました。地区大会は来る11月9日～10
日に栃木市で行われます。10日が國學院大
學栃木高校にて本会議の予定です。出欠等
は日程が近づきましたら取らせて頂きますが、
皆さまご予定に入れて頂きますようよろしくお 2



願い致します。
2. 第3回国際ロータリー第2550地区ゴルフ選手権

大会のご案内です。
第3回国際ロータリー第2550地区ゴルフ選手権
大会が2019年8月27日（火）に日光カンツリー
倶楽部にて開催されます。申込み締切は8月5
日です。資料を回覧致しますのでご覧下さい。
こちらも出欠のご記入をお願い致します。

3. 地区国際奉仕委員会より、宇都宮ＲＣと黒磯Ｒ
Ｃによりますタイへ消防車寄贈の活動につきま
しての見学ツアーのご案内および、クラブの国
際奉仕活動と海外奉仕活動の参加の可否に
ついての報告依頼が届きました。鈴木隆子国
際奉仕委員長に転送致しました。タイへの消防
車寄贈は当クラブの事業ですので、寄贈式へ
の参加等につきましては国際奉仕委員会から
ご案内頂けるかと思います。

4. ガバナー事務所より「18-19年度6月分及び年
間地区平均出席率」が届いております。こちら
も回覧致しますのでご覧下さい。

5. 旅行愛好会より参加者募集の用紙を回覧して
おります。参加希望者はご記入願います。

6. 本日例会終了後に臨時の理事役員会を行いま
すので、理事役員の方はお残り下さい。

委員会報告 荒牧明二副会長

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。

 国際奉仕委員会 委員長 鈴木隆子君

今年度の事業であります「消防自動車タイへの
寄贈」につきまして寄贈式が9月14日にタイでおこ

ニコニコボックス 平山博君

村 山 茂 君 本日は早退させていただきま
す

吉光寺政雄君 瀧田様の入会を祝って

髙 木 慶 一 君 瀧田雅仁会員を歓迎して

発 起 人 代 表
黒 澤 洋 一 君

前会長・幹事慰労会ご苦労様
でした

卓話 クラブ協議会 クラブ奉仕委員会
新年度方針

 ロータリー財団委員会 委員長 髙木慶一君

ロータリー財団委員長の髙木慶一です。副委員
長に戸野俊介会員、委員に荒牧明二会員の3人
の構成です。ロータリー財団は2年度に跨る委員
会です、吉光寺会長の事業は前年村山年度財団
委員長が申請します。来年度の大島会長の事業
は今年度吉光寺会長の財団委員長が申請します。
経緯を踏まえて事業が実行されますので2年委員
が望まれます、特殊な委員会です。
【本年度の計画】
1. 会員の協力を頂き地区目標の会員一人あたり

150ドル+ポリオプラス30ドルの寄付を頂けるよ 3

なわれます。
宇都宮ロータリークラブから5名黒磯クラブから

も5名と予定しております。日程は9月13日から16
日の予定で、費用は交通費と宿泊費で約12万円く
らいです。只今参加募集の回覧を回しています。
お食事もとても美味しく、景色も最高との事です。
どうぞよろしくお願いいたします。以上でございま
す。どうぞよろしくお願いいたします。



う努力する。
2. 恒久基金提供者（ベネファクター）を一名お願

いします。（1.000ドル以上を恒久基金に無条件
でロータリー財団に寄付した人をベネファク
ターと言います）

3. 村山年度で申請したロータリー財団地区補助
金申請が受理されれば「小学校低学年視力増
進・小学校の英語学習の推進のため」プロジェ
クトを実施します。

4. 2020～2021大島三千三年度ロータリー地区補
助金申請を実施します。

 親睦委員会 副委員長 和気勝利君

○ 吉光寺年度の委員会構成
委員長 井出 法
副委員長 和気 勝利
委員 石山 桂子
委員 豊田 哲司
委員 泉 道夫

○ 本年度の計画
会員相互やその家族、各委員会と協力し、より
一層の親睦を各季節に応じたイベント等を計画
的に行ってまいります。

1. 観月会（10月）
2. クリスマス家族会（12月）
3. 新年会（1月）
4. 観桜会（4月）

○ その他
毎月月初の例会にて、その月の会員の誕生日
や結婚記念日の発表を行い、記念品を贈呈し
てまいります。

 出席委員会 委員長 福田逸男君

吉光寺年度、出席委員長を担当することになりま
した福田です宜しくお願いします。委員の構成は
副委員長に秋葉秀樹君、委員に時庭稔君、同じく
委員に鈴木久雄君の4名でございます。
出席は会員としての最大の義務であり権利で、

出席せずにロータリーの目的は達成不可能である
ことから下記の目標を掲げました。
1. 修正出席率100%を目指します。
2. 「無断欠席」「食事のムダ」をなくすよう努めま

す。
3. 様々なロータリー行事への積極的な参加を促

す。
4. メークアップを活用し、近隣クラブへの参加と

家庭集会への参加に務めます。

 プログラム委員会 委員長 月江寛智君

プログラム委員会の月江です。プログラム委員会
の構成は委員長の私と副委員長の安藤譲治君の
二人でございます。
本年度の計画 は下記の通りでございます。

1. 理事会で月毎のプログラムの承認を得る。
2. 月毎にプログラムを例会場に掲示する。
3. 卓話担当委員会には、会報掲載用の原稿提

出を事前に依頼する。
4. ガバナー事務所等に外来卓話の依頼がある

場合は交渉に当たる。
なお、８月のプログラム委員会の担当卓話で解

説します。

 広報委員会 委員長 植竹一裕君

広報委員会は村山茂副委員長・稲垣政一委員と
委員長の植竹の3名構成されております。今年度
目標は以下の4項目となります。
1. ホームページの充実
2. クラブの活動内容を掲載
3. フォトコンテストを新年会の時に開催
4. ロータリー活動に必要な書式集・雛形を掲載

いたします。
詳細は次週広報委員会の卓話の時にお話致し

ます。一年間よろしくお願いいたします。

 スマイルボックス委員会 委員長
平山博君 4



本年度、スマイルボックス委員会を担当致します、
平山博でございます。 メンバーを紹介させて頂き
ます。
副委員長に佐藤博会員、委員に田中徹会員、

齋藤幸夫会員の4名で務めさせて頂きます。宜しく
お願い致します。

本年度の計画は対外的活動の資金となる、スマ
イルボックスへの、ご理解とご協力頂き、会員一人
当たりの目標を、例年通り、30,000円以上とする事
に致しました。
年間2,3回程度の、会員達成率をお知らせいたし

ますので宜しくお願い致します。
時々、スマイルボックスって何、ニコニコボックスっ

て、何で言うの、と、よく聞かれたり、質問されました。
嬉しい事がある時は、ニコニコとほほ笑んで，奉仕
をしていただく、事です。「じゃーなかった時は」、
「年が取ると楽しい事がない」まぁーそう言わずに、
と笑ってお願いして、おります。
この一年間、皆様にとりまして、嬉しい事、楽し

かった事、が沢山ある事を心から、お祈り申し上げ
ます。

 会報委員会 委員長 髙木茂君

会報委員会委員長の髙木でございます。構成は
副委員長に稲垣政一君、委員に鳥居輝一君、秋
葉秀樹君の4名に活動してまいりますので宜しくお
願いします。
活動目標は下記の通りとなりますので宜しくお願

いします。
1. パワーポイントを利用して会報を作成する。
2. 週末までに配信することを目標とします。

3. 広報委員会と連携して当クラブのホームペー
ジへ会報の掲載。

4. 近隣クラブへ紙により会報を毎月配布する。
5. 記録用冊子一部を作成し保存する。
6. 例会以外の活動も、掲載の希望があればなる

べく掲載いたします。

 クラブ史料委員会 副委員長 植竹一裕君

本年度クラブ資料委員会を承りました、委員長の
村山茂、副委員長の植竹一裕でございます。委員
はおりません。前年度会長・幹事の定番の委員会
でございます。
ご承知のとおり、当委員会はクラブ史料あるいは

備品等の整理・保管、そして、保管庫内の整理整
頓が主たる業務でございまして、通常は特に作業
はございません。ただ、来年度は黒磯クラブ創立
60周年を迎えます。記念誌の作成に必要な資料
の確認等準備してまいりたいと考えております。
以上、本年度の事業計画の説明といたします。

 雑誌委員会 委員長 鈴木久雄君

皆さんこんにちは吉光寺年度雑誌委員会の年度
計画を報告させていただきます。委員長にわたくし
鈴木久雄、副委員長に秋間忍の2名でございます。
まず、公式地域雑誌「ロータリーの友」の購読とガ

バナー月信を会員に配布いたします。
ロータリーの友は情報を共有するための機関誌と

して企画されております。国内の活動・RIの活動や
方針の紹介を中心に、会員同士の意見交換、地
区大会の後援や卓話の要旨などを掲載しておりま
すのでご利用ください。
次に地域の皆様にロータリークラブを理解してい

ただくため、公共施設に毎月配布致します。
配布先は下記の通りございます。

• 栃木県立黒磯高等学校
• 栃木県立黒磯南高等学校
• 市黒磯図書館
• いきいきふれあいセンター

 ロータリー情報委員会 委員長 檜山達郎君

皆様こんにちは、 本年度のローター情報委員会
を担当する事になりました委員長の檜山達郎です。5



次回例会 令和元年7月31日 担当 広報委員会

7月24日欠席(敬称略)
秋葉秀樹・荒井昌一・安藤譲治・井出法
大森貞男・豊田哲司・藤﨑善隆・秋間忍
小野安正

前回 7月10日分メークアップ(敬称略)
小野安正・髙木慶一

会報委員会：髙木茂・稲垣政一・鳥居輝一・秋葉秀樹

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○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 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165

今年度は以下の4項目の計画を実行いたします。
1. 新入会員に家庭集会を開きロータリーの特典、

義務、更には歴史等について情報を提供する
事。

2. 地区大会、IM、その他各種会合の情報を提
供し会員の積極的参加を奨励する。

3. 他委員会と連絡を密にしロータリー情報を会
員に伝える。

4. クラブ定款細則に変更がある場合は速やかに
対応する。

 会員増強委員会 委員長 石山桂子君

本年度の計画としまして以下の3点を掲げました
ので宜しくお願いします。
1. 会長方針でもあります会員純増１名を目標に

新入会員の勧誘に努めます。これに関しまし
て本日から滝田メディカルクリニックの院長で
いらっしゃいます滝田雅仁様に入会して頂き
ました。又会員の退会防止に努めます。

2. 関係委員会（広報、ロータリー情報、会員選
考・職業分類）と連絡を密にして会員の増強に
努める。

3. 会員の積極的参加を促進するよう努めます。
以上３点掲げました。会員の皆様に１人でも多く

勧誘して頂けるようお願い致しまして本年度の計
画と致します。

 会員選考／職業分類委員会

委員長 和気勝利君

本年度、会員選考／職業分類委員会、委員長を
仰せつかりました和気でございます。副委員長に
鈴木隆子会員の二人でございます。
本年度の目標については次の通りでございます。

○ 会員選考につきましては
推薦された方が、入会候補者として適正である
かどうか検討・確認し、職業分類等速やかに理
事会に報告する。

○ 職業分類につきましては
年度当初にあたり前年度までの職業分類表を
参考にし、クラブ所在地域の事業所と専門職種
を調査・検討し、必要に応じ訂正・見直しを行
い明示する。また、新入会員を含めた新しい職
業分類表を今年度のクラブ現状報告書に記載
しますのでご覧ください。

副委員長に平山博さん、委員に高木茂さんです。
この委員会は今年度のロータリーの内容等の変更
があった時はその都度情報として提供します。

本年度会員増強委員長を仰せつかりました石山
です。副委員長に檜山先生・委員に相馬征志さん
の3人のメンバーです。
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