
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2858回 吉光寺年度 第5回 会報 2019 8-7 司会 瀬尾紀夫君

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 8月 7日 38（7） 29（5） 9（2） 82.8％

前回 7月31日 38（7） 33（4） 5（3） 94.7％ 0 94.7％

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

 米山記念奨学生
権鎬珍様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

かと思いますが、夏風邪には十分にお気をつけ頂
ければと思います。
このところ、世間を見ますと、渋野選手の全英優

勝、夏の甲子園開幕とスポーツの話題で持ち切り
です。私は甲子園を毎年楽しみに拝見しています。
甲子園を目指して、三年間汗を流してきた高校生
が、暑い夏に汗を流して懸命に投げ、走る姿に感
銘を受けます。かつて、経営の神様と言われた松
下幸之助は夏の甲子園を楽しみにしていたようで
す。彼の言葉として、「甲子園は勝っても泣き、負
けても泣く。我々は人生をかけた仕事の場でそれ
ほどの緊張感や一生懸命さをもってあたっている
だろうか」と述べています。私たちも、ある意味で松
下氏が言うように、一生懸命に、必死に仕事に臨
むべきと考えます。
先ほど、本日卓話の相馬征志さんから、「会長挨

拶長めに」とお話頂きましたので、月間にちなんで、
会員増強のお話をさせて頂きます。
私の仕事は、お昼時が忙しい仕事です。ロータ

リーと時間が重なることも多く、入会して約12年だま
しだまし、また皆様にご迷惑をかけながらやって参
りました。例会は昼が良いか夜が良いかは、年齢
や仕事、お酒を飲む飲まないなど、考え方は皆さ
まそれぞれかと思います。ちなみに、私が加入して
いた青年会議所は午後7時半開始でした。45歳以
下が対象の商工会青年部は午後8時開始です。現
役で、現場に立つ若手としては、このくらいの時間
でないと体があかないということかと思います。
最後になりますが、本日は理事役員会があります。

理事役員の皆様におかれましては、お忙しい中恐
縮ですが、お付き合いお願い致します。

皆様、こんにちは。８月に入り、暑い日が続いて
いますが、皆さま体調などはいかがでしょうか。弊
社のような施設では、エアコンの温度調整にいつも
腐心します。同じ温度でも、男性からは暑いと言わ
れ女性からは寒いと言われます。やはり体感温度
は男性女性、また個人差があるのかと思います。
皆様も暑い日はエアコンの温度を低く設定される

幹事報告 植竹一裕副幹事

第5回幹事報告
1. ガバナー事務所より、会員増強・新クラブ結成

推進月間｜リソースのご案内が届きました。石
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山会員増強委員長へ転送致しました。
2. 地区大会記念ゴルフ大会が11月8日金曜日に

都賀カンツリークラブにて開催されます。申込
み締切が9月11日となっております。出欠表及
びご案内を回覧致しますのでご記入をお願い
致します。

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程3年 権 鎬珍君

委員会報告 荒牧明二副会長

親睦委員会 委員長 井出法君

親睦委員長の井出です。今月8月の誕生祝いは
平山博君、瀬尾紀夫君、小野安正君、時庭稔君
です。

平山博君 瀬尾紀夫君 小野安正君 時庭稔君

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。

3. 第17回RYLAセミナーの報告書が届きました。
回覧致しますのでご覧下さい。またRYLAセミ
ナーのご案内パンフレットを配布しております。
併せてご覧下さい。

4. 8月のロータリーレートは1ドル108円となってお
ります。2019年7月1日より、各月初日の市場実
勢相場に基づくことになるためお知らせが遅く
なります。よって、レートが確認できるのは月初
になっております。地区のホームページなどで
も確認できますのでご覧下さい。

5. 『現況報告書』がほぼ完成致しました。近日中
にデータを皆さまに配信致しますので、お盆中
のお忙しい中とは存じますがご確認頂き、次回
例会日までに訂正等がございましたらご指摘を
頂ければと存じます。よろしくご協力のほどお
願い申し上げます。

6. 本日例会後、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。

 青少年奉仕委員会 委員長 秋間忍君

青少年奉仕委員会からのご案内です。先ほど植
竹副幹事から報告がありましたRYLA（Rotary
Youth Leadership Awards：ロータリー青少年指導
者養成プログラム）のパンフレットは、皆様の事業
所で働く18歳から30歳までの社員様を対象にした
リーダーシップ研修に関するご案内です。
ロータリアンが職業奉仕を成就する上で不可欠
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な会員事業所の社員研修にご活用いただけたら
幸いです。

一方これとは別にインターアクトを対象にした
RYLAセミナーもありまして今年も開催される予定
です。
ちなみに、黒磯ロータリークラブがスポンサーし

ている黒磯高等学校インターアクトクラブは、8月
10日に佐野市葛生の青藍泰斗（せいらんたいと）
高等学校で開催される第23回年次大会に参加し
て参ります。
黒磯からは黒磯インターアクトクラブメンバー4名、

顧問の先生1人、それに私の計6人が参加いたし
ます。

ニコニコボックス 田中徹君

瀬 尾 紀 夫 君 誕生祝い有難うございます

時 庭 稔 君 誕生祝い有難うございます

村 山 茂 君 猛暑につき、くれぐれもご慈愛
ください

平 山 博 君 誕生祝い有難うございます

相 馬 征 志 君 粗末な卓話にお付き合いいた
だきます。お許しください。

卓話
会員増強委員会 委員長 石山桂子君

今日は会員増強の卓話という事で事業計画をお
話させて頂きます。
まず始めにメンバーですが、委員長に私石山・副

委員長に檜山先生、委員に相馬征志さんと重鎮に
支えられての委員会です。瀧田メディカルクリニック
医院長の瀧田雅仁様の入会が決まっておりました
ので、吉光寺会長より会員増強のお話を頂いた時
は私を気遣っての事だと判断し軽い気持ちで即答
致しました。ところが地区協議会の案内が届き参加
した結果、川嶋幸雄ガバナーの方針の中で一番強
調されていたことは会員拡大・退会防止でした。軽
い気持ちで地区大会に参加し重い気持ちで帰っ
て来ました。
計画の中の会員純増1名は瀧田先生に入会して

頂きましたので達成出来ましたが、吉光寺年度これ
からですので会員皆様の御協力を頂いて1人でも
多く推薦して頂けたらと思います。又、先週の例会
の卓話の中で広報委員長の植竹さんよりホーム
ページの活用・ロータリーの事業活動をフルに掲
載して、より多くの皆様にロータリーの存在を知って
頂くとお話をされていました。那須のロータリークラ
ブが無くなったときいております。今はホームペー
ジを見る人が多くなっていますのでこれを機会に黒
磯にとどまらず他の地域から入会して頂くのも一つ
の方法かもしれません。旅行愛好会も復活いたしま
した。多くの会員に参加して頂き親睦を深め退会
防止に繋がることが出来る様協力する所存です。
広報・ロータリー情報・会員選考・職業分類など

関係委員会と連絡を密にして1年間、会員の増強
に努めたいと思いますので宜しくお願い致します。
以上で事業計画とさせて頂きます。
残りの時間は相馬征志さんにお願い致しました。

宜しくお願い致します。

 会員増強委員会 委員 相馬征志君

石山委員長の指示でお話しをさせて頂きます。
黒磯クラブへの在籍が長い会員は実感されてい

るでしょうが、当クラブの会員数はここ２０年でかな
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次回例会 令和元年8月21日 担当 プログラム委員会

8月 7日欠席(敬称略)
前田貴宏・藤﨑善隆・佐藤博・稲垣政一
安藤譲治・荒井昌一・髙木慶一・戸野俊介
福田逸男

前回 7月31日分メークアップ(敬称略)
該当者なし

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

り減っております。記録では、ピーク時の1996・
1997年は69名の会員を擁したものの以後は漸減
が進み、2016年には36名にまでなりました。最近は
新しい会員を迎えることが出来、良い方向に向かう
かに見えますがこれからが会員増強委員会として
の正念場と言えるように思います。

さて、ここ２０年間でかくも会員が激減したのか考
えてみました。ロータリーの情報サイト等によれば、
会員減が著しいのはアメリカ・日本等のロータリー
先進国で、インド・韓国等は増えているようです。ア
メリカのことはともかく日本の場合なぜ会員減少が
進んだのか考えてみますと、次のようなことが挙げ
られます。

1. 高齢化とそれに伴う健康上の理由・核家族化が
進み家族構成が変化

参考
黒磯クラブ会員
1980年代平均年齢 51才 平均会員数 59人
1990年代 55才 63人
2000年代 59才 61人
2010年代 64才 40人

2. 社会的理由・経済的な問題
会員の多くが企業経営者やその重要なポスト

を担う方が多く、経営環境の変化に影響されて
いる。又、ロータリークラブに対する社会的評価
が変化したのも一因と思われます。

3. ロータリーそれ自体の問題
・クラブ例会の魅力低下

・奉仕活動へ興味を感じない
・ロータリー情報の共有化が不足している。

(1)(2)については一クラブ・一地区で解決出来る
問題ではありませんが、(3)「ロータリーそれ自体の
問題」は、夫々のクラブが知恵を出し努力すること
でより良い方向へ向かわせることは可能だと思いま
す。
会員増強委員会としてはクラブの明日について

具体的な提言などすべきではないし、その能力も
ありません。今日この席から皆様にお願いしますの
は従前と同じく新会員候補の発掘と紹介を皆様に
お願い致します。
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