
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2861回 吉光寺年度 第8回 会報 2019 9-6 司会 前田貴宏君

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 福田逸男君 （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 9月 4日 38（7） 32（4） 6（3） 91.4％

前回 8月28日 38（7） 34（6） 4（1） 91.8％ 0 91.8％

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

 那須塩原市⻑
渡辺美知太郎 様

 米山記念奨学生
権鎬珍様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

9月に入りまして、暑さも和らぎ秋の夜長を楽し
む時期となりました。皆様いかがお過ごしでしょう
か。
さて、皆さまご承知の通り、当クラブ歴代会長の

福島泰雄様が他界され、先日葬儀が行われまし
た。福島様は1994年に当クラブに入会され、2004
年に会長をお勤めになりました。写真やゴルフを
趣味として、穏やかな人柄と高い見識をお持ちの
方でした。若輩の私としては、このように年を取り
たいと思わせてくれる大先輩でありました。謹んで
ご冥福をお祈り申し上げます。
また、8月28日に定款細則検討委員会が開催さ

れ、様々なご意見を頂きました。今後皆様にも定
款変更などお諮りをさせて頂きます。参加された
皆様、ありがとうございました。

9月1日には、大田原市勝田屋にて、大田原中
央クラブ30周年記念式典に藤崎幹事とともに参加
させて頂きました。川島ガバナー、津久井大田原
市長はじめ、多くの皆様がご参加され盛況な式典
でございました。当クラブは、来年60周年を迎えま
す。渡辺市長におかれましては、その際は是非お
越しを頂ければと思います。
本日、お話させて頂きますのは、最低賃金のお

話でございます。7月にも、最低賃金が上るかもし
れませんというお話をさせて頂きましたが、10月か
ら栃木県の最低賃金は、826円から853円に上が
ることが決定致しました。今後も、毎年上がってい
くと考えています。理由は、政治家の人からすると、
下げる理由が無いからです。一つに、選挙向けの
PRという側面があります。雇用者と被雇用者だと、
圧倒的に被雇用者の方が多いわけで、一人一票
の選挙を考えれば、賃上げが票に結び付くのだと
思います。また、デフレからの脱却を目指す政府
自民党は、日銀を使って大規模緩和、インフレを
目指していますが、賃上げは物価上昇を促す効
果があります。また、私たち中小企業経営者には

皆様こんにちは。本日は公務ご多忙のなか、那
須塩原市長渡辺美知太郎様、お越しを頂きまして
ありがとうございます。後ほど卓話を頂戴いたしま
す。
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実感がありませんが、大企業においては過去最
高の内部留保があるようで、「利益があるなら賃上
げを」という声も聞こえてきそうです。
経営者として、強制的に賃上げを求められるの

は心苦しいところですが、経営を続けていくには、
やり方を考えないといけないと思っています。
人生の先輩であり、経営の先輩である皆様から、

何か妙案があればお教え頂ければと思います。
最後に、遅くなりましたが現況報告書を配布させ

て頂きました。藤崎幹事が数カ月かけて作成され
た渾身の報告書ですので丁重に扱って頂ければ
と思います。ありがとうございました。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

第8回幹事報告
1. ガバナー事務所よりロータリー財団補助金振

込の連絡が参りました。髙木慶一財団委員長
へ転送いたしました。

2. 同じくガバナー事務所より長崎・佐賀豪雨災
害義援金について依頼が届きました。安藤社
会奉仕委員長に転送いたしました。

3. 同じくガバナー事務所より地区大会米山奨学
生紹介の連絡が届きました。平山米山カウン
セラーへ転送しました。

4. 那須野巻狩まつり実行委員会より、実行委員
会開催のご案内が届きました。安藤社会奉仕
委員長へお渡ししました。

5. 那須塩原市小学校対抗駅伝の協賛依頼が
届きました。安藤社会奉仕委員長へお渡しし
ました。

6. 回覧物のご案内です。基本的教育と識字率
向上月間リソースのご案内が届いております。
回覧いたしますので印刷冊子をご希望の方
は幹事までお申し付けください。

7. 同じく、ロータリー文庫2018−2019年度決算の
報告が届いております。回覧いたしますので
ご確認ください。

8. 9月のロータリーレートは1ドル106円となって
おります。

9. お待たせ致しましたが、現況報告書が完成致
しました。2部ずつレターボックスへ入れさせ
て頂きましたのでご確認下さい。

10. 本日例会終了後に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。

親睦委員会 委員長 井出法君

今月7月の誕生祝いは秋葉秀樹君、大森貞男
君、佐藤博君です。
結婚祝いは吉光寺政雄君、大島三千三君、泉

道夫君です。

 誕生祝い

秋葉秀樹君 大森貞男君 佐藤博君

吉光寺政雄君 大島三千三君 泉道夫君

 結婚祝い

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。

ニコニコボックス 佐藤博君
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次回例会 令和元年9月11日 担当 クラブ協議会・ガバナー補佐訪問

9月 4日欠席(敬称略)
瀬尾紀夫・荒井昌一・石山桂子・檜山達郎
稲垣政一・和気勝利

前回 8月28日分メークアップ(敬称略)
該当なし

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

 那須塩原市長 渡辺美智太郎様

公務多忙の中那須塩原市渡辺美知太郎市長様
にお越しいただき、那須塩原を創ると題し「人」「安
心」「まち」「産業」「未来」の5つの創るを熱く語って
いただきました。市民が「ワクワクドキドキするような
まちにしたい」「多くの人や企業に来てもらえるよう
なまちづくり」、そのために本市の魅力を多くの人
に伝える。観光、産業振興のため積極的にトップ
セールスに全力をささげる等、についてお話しい
ただきました。
卓話の詳しい内容につきましては、後日掲載い

たしますのでよろしくお願いいたします。

村 山 茂 君 渡辺市長ようこそ黒磯クラブヘ
泉 道 夫 君 結婚祝い有難うございました
大島三千三君 結婚祝い有難うございました
吉光寺政雄君 結婚祝い有難うございました
大 森 貞 男 君 誕生祝い有難うございました

秋 葉 秀 樹 君 誕生祝い有難うございました
佐 藤 博 君 誕生祝い有難うございました

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程3年 権 鎬珍君

卓話 会報委員会 委員長 髙木茂君

今年度の会報委員会は、委員長髙木茂、副委員
長稲垣政一、委員鳥居輝一、秋葉秀樹の4名で会
報を発信いたしております。
会報はロータリークラブの活動の記録として、重

要な役割をもっております。皆様もご覧になるだけ
でなくロータリークラブに関する活動の記事がござ
いましたらメールをください。できるだけ掲載したい
と思います。会報委員会の活動状況は以上です。
さて本日は、4月21日に行われた那須塩原市市

長選挙において、第4代市長に就任いたしました、
渡辺美知太郎市長をお招きいたしました。市長は
本市の魅力を全国に広く発信し、令和という新しい
時代にふさわしい、まち創りにまい進するとのこと。
私たち市民の期待を担っております。
本日は本市の未来像をお話しいただければ幸い

です。よろしくお願いいたします。

吉光寺年度財団地区資金を使ってのロータリー
財団委員会の事業の目録を渡辺美知太郎市長
へ目録の贈呈を行います。
プロジェクト名、小学校低学年視力増強、小学

校の英語学習の推進
 市内全小学校の定期健康診断時低学年の視

力検査に使用する単独視力表
 市内全小学校英語教材｛50Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｏｎｇ｝

CDセット教材
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