
国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：吉光寺政雄 幹 事：藤﨑善隆
事務局：宗教法人 日蓮宗 等覚院

代表役員住職 藤﨑善隆
〒325-0045 那須塩原市高砂町5-41
TEL:0287-62-0187・FAX:0287-62-3947
E-mail: jusyoku@tougakuin.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2857回 吉光寺年度 第4回 会報 2019 7-31 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 秋葉秀樹君 （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31日 38（7） 33（4） 5（3） 94.7％

前回 7月24日 38（7） 29（5） 9（2） 81.5％ 2 92.1％

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

 ダイワ ロイヤル ホテル NASU
総支配人 片田航介様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

さて、先週は7/24に泉職業奉仕委員長のもと炉
辺会議が行われ、実り多い会議だったとお聞きし
ました。ご参加の皆様お疲れ様でございました。
本日のニュースの一言は、大船渡高校の佐々

木郎希投手の件を取り上げたいと思います。皆様
もご存じの通り高校三年生にして、この春163ｋｍ
の剛速球を投げ、プロのスカウトも注目の選手で
す。甲子園を目指して、県大会の決勝で、それま
で連投で球数を投げてきた佐々木投手を温存し
た結果、12-2で負けて、監督の國保氏が大変な
非難にさらされています。國保監督は、筑波大学
で学んだあと、アメリカ独立リーグでもプレー経験
がある、プロ経験がある指導者です。アメリカでは、
投手の肘や肩は消耗品と考え、あまり投げさせな
い風潮があります。対して、日本では、かつて松
坂投手が横浜高校で春夏甲子園を連破した際も
全試合に登板したように、投げれば投げるほど肩
は強くなるという考え方のようです。どちらが正しい
のか、科学的には結論が出ていないようです。確
かに、練習すればするほど、体が動くようになり、
スムーズな無駄のない投球になるような気もします
し、他方、肩や肘は筋肉と筋肉をつなぐジョイント
部分ですので、故障しやすいような気も致します。
私は野球について門外漢なので、これ以上はふ

れませんが、國保監督の勇気に触れたいと思いま
す。普通なら、3年間の汗と努力の結晶である甲
子園行がかかった試合なら、佐々木投手に先発
を任せると思います。勝てば良し、負けても佐々
木投手で負けたのだから、と皆が納得したと思い
ます。大船渡高校としても、甲子園は喉から手が
出るほど行きたい場所だったと思います。その周
囲の期待を、ある意味裏切って迄、佐々木投手に
登板をさせなかった勇気は、並の監督ではできな
いと思います。今後、佐々木投手が同じ岩手県か
らメジャーリーガーとなった大谷選手や菊池雄星
投手と並ぶような活躍を見せてくれるのを楽しみ
にしたいと思います。ご静聴ありがとうございました。

皆様、こんにちは。七月も最終日で、大変暑い
日が続いていますが皆様いかがお過ごしでしょう
か。私の友人知人のなかには、夏風邪など体調を
崩している方が見受けられます。これから残暑も
厳しくなると思いますが、皆様、ご家族、従業員さ
んのご健康を願い、暑中のお見舞いを申し上げま
す。
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幹事報告 藤﨑善隆幹事

第1回臨時理事役員会報告
1. 2019-20年度特別会計予算について

社会奉仕委員会の予算を100万円から70万円
に、国際奉仕委員会の予算を20万円から50万
円に変更し上程通り承認されました。

2. 那須RCクラブ解散に伴う黒磯クラブの対応に
ついて
退会をした那須クラブメンバーに黒磯クラブとし
ては、会長・幹事・会員増強委員長・ガバナー
補佐経験者(髙木慶一君)が参加を呼びかける
事で承認されました。

3. 例会プログラムの変更について
○ 8月28日例会 会報委員会 を 米山記念に変

更
○ 9月4日例会 国際委員会 を 会報委員会に

変更
外来卓話 那須塩原市渡辺美知太郎市長
「那須塩原市の未来を語る」

○ 10月9日例会 米山記念 を 国際奉仕委員会
に変更
全て上程通り承認されました。

4. 新入会員瀧田雅仁君の所属委員会の件
会長一任、出席委員会で承認されました。

5. 旅行愛好会の件
クラブ内有志の集まりという事で運営助成金は、
ゴルフ愛好会同様に支給しない事で承認され
ました。

第4回幹事報告
1. ガバナー事務所より、9月8日開催の2019-20年

度地区危機管理研修会開催についてのご案
内が届きました。秋間青少年奉仕委員長へ転
送致しました。

2. 那須塩原ハーフマラソン実行委員会及び協賛
金振込依頼が届きました。安藤社会奉仕委員
長へお渡ししました。

3. 11月2〜4日に開催の第４3回RYLAセミナーの
ご案内、及び4月に開催されました第7回全国イ
ンターアクト研究会報告書配信のご案内がガバ
ナー事務所より届きましたので、秋間青少年奉
仕委員長に転送致しました。

4. 那須塩原市国際交流協会より、日本・オースト
リア友好150周年レクチャーコンサートのご案
内が届きました。8月25日ハロープラザで開催
予定です。鈴木隆子国際奉仕委員長へお渡
しし、回覧しております。

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。

 職業奉仕委員会 委員長 泉道夫様

この度転勤することになりました、ロイヤルホテル
NASUの豊田でございます。5年3か月と大変長く黒
磯ロータリークラブに所属できたこと大変うれしく思

 親睦委員会 委員 豊田哲司様

職業奉仕委員会の泉でございます。会員手帳を
作成しますので回覧しておりま資料に、訂正がご
ざいましたらご記入宜しくお願いします。
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広報委員会本年度計画
今年度の広報委員会は村山茂さん・稲垣政一さ
んと私の3名の構成となっております。
今年度の目標として
1. ホームページ充実を目的に改良を重ねます。

皆さんも様々なホームページをご覧になった
事があるかと思います。例えば天気予報・ウェ
ブサイトの新聞・レストラン・飲み屋といった飲
食の検索、お店の評判・インターネット通販・電
車の乗り換え案内・ナビゲーション等々、今で
は外国語の翻訳機能も格段の成長を遂げてお

っております。私の後任としまして先ほど挨拶させ
ていただきました片田を引き続きよろしくお願いし
ます。大変長い間お世話になりました。有難うござ
いました。

 ダイワ ロイヤル ホテル NASU
総支配人 片田航介様

ダイワロイヤルホテル NASUの片田でございます。
何分不慣れでございますが、前任、前々人同様、
引き続き宜しくお願い致します。

ニコニコボックス 平山博君

植 竹 一 裕 君 梅雨が明けました。水稲も元気
を取り戻してきました

卓話
広報委員会 委員長 植竹一裕君

ります。また、手紙の作成や挨拶文の作成、名
刺・ポスター制作など様々なジャンルで拡大し
ているのが現状です。別の面として企業のある
意味広告塔としてホームページを利用されて
る部分もあります。自分達が所属している団体
が何をしているのか？世間の皆さんに知っても
らうという活用方法です。ロータリーのホーム
ページはこのジャンルになるかと思います。少
しでも興味を持った方が何をしているのかを知
りたくてホームページを覗くという事です。その
時毎回ホームページが同じですと見てもらえな
くなります。少しでも興味を持った方がいらした
ら勿体ない話です。そこで毎日とか毎週更新
は出来なくても新しい題材をホームページに
掲載したいと考えております。そのためには、
夜間例会・社会奉仕活動・IM・地区協議会・ガ
バナー公式訪問などのロータリーの活動だけ
では足りません。皆さんがロータリー以外での
奉仕活動などございましたらホームページに
アップしたいと思っております。例えとして、ミ
ルフィカップというテニストーナメントのように青
少年のテニス大会の後援など例になるのでは
ないでしょうか？「こっこ食堂」もよろしいのでは
ないでしょうか？企業のコマーシャルになるよう
な事は無理ですが、ご提案を頂ければ有り難
いと思っております。

2. クラブ内の活動内容を掲載致します。
皆さんは、ルドルフ・ジュリアーノさんをご存知

でしょうか？テロがあった時のニューヨーク市
長です。かれは、1994年1月1日から2001年12
月31日までニューヨーク市長をされていました。
彼が有名になったのは、彼の「割れ窓理論」と
いう政策で治安を改善していきました。具体的
に申し上げますと、窓を割る様な軽犯罪を撲滅
する事で大きな犯罪の防止に役立てたのです。
彼が市長就任後ニューヨークの治安は大幅な
改善がされたのです。ロータリーのホームペー
ジも同様にいきなり大きな改革をすることは出
来ませんが、今出来ることから始めて行くことが
大切だと考えます。(地区協議会・IM・ガバナー
公式訪問・夜間例会等)前段でご説明した通り
ですが、ホームページ上最近の活動は更新さ
れておりません。最新版にしていきたいと思っ
ております。今後青少年奉仕委員長にも相談
しながらご協力をいただいて、黒磯高校イン
ターアクトクラブの活動報告（2016年から活動
報告が更新されていません）や新たに米山奨
学生の権鎬珍君にも投稿をお願いしようかと
思っております。

3. フォトコンテストを例年通り新年会に合わせて
開催致します。
テーマは「四季」です。洒落で「指揮・士気・

式」など同音異義語になってもかまいません。
最近はほとんどの皆さんがスマホを上手に使
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次回例会 令和元年8月7日 担当 会員増強委員会

7月31日欠席(敬称略)
小野安正・戸野俊介・荒井昌一・瀬尾紀夫
月江寛智

前回 7月24日分メークアップ(敬称略)
秋間忍・安藤譲治

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

いこなされています。身近な場所の四季や、ご
家族との旅行の際の一コマなど撮影ポイントは
沢山あると思います。また、会員の皆様だけで
はなく、ご家族が撮られたベストショットも対象
と致します。賑やかなフォトコンテストにしたい
と考えております。奮ってご参加お願い申し上
げます。
クラブ内の活動等は確かに会報に掲載され

ておりますが、ダブってもホームページ上によ
り詳細に出す事で少しは新鮮さが増すと思い
ます。

4. ロータリー活動に必要な書式集・雛形を掲載
致します。
家庭集会報告書・欠席届・出席表等ホーム

ページ上から会報同様にダウンロードできるよ
うに致します。

以上が広報委員会の年度目標となりますが、実
際、3名で全てが出来る訳ではなく、皆さんの協力
をお願いしたいと思っております。社会奉仕活動
や・地域のイベントに参加している姿など、色々な
活動をホームページに掲載したいと考えておりま
す。情報提供よろしくお願いいたします。また、他
にホームページにアップしたい事項がございまし
たらお聞かせください。前向きに検討していきたい
思っております。
重ねて申しますが、ホームページは新しい情報

を定期的に掲載する事が大切と考えます。これを
する事で、ロータリーに興味のある方が少しでも
ホームページを見て少しでも会員増強になればと
思っております。ご協力よろしくお願いいたします。

黒磯ロータリクラブホームページ ホーム画面
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