
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2864回 吉光寺年度 第11回 会報 2019 10-9 司会 片田航介君

欠席の場合は前日 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 10月 9日 38（7） 27（3） 11（4） 79.4％

前回 10月 2日 38（7） 34（5） 4（2） 94.4％ 1 97.2％

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

会長挨拶 吉光寺政雄会長 ニュースを見ますと、安倍総理はトランプ大統領
とは大変親しく、来年の大統領選挙を控えるトラン
プ大統領としては手柄が欲しいところ、安倍総理
に配慮した、それほど米国一辺倒の内容でなかっ
た、ということで、安倍総理の粘り勝ちという雰囲気
です。
私は常々、那須塩原市のような田舎では、建設

業と農家さんが潤わないと、地域も潤わないと思っ
ています。建設業も農業も、従事者が多い産業で
すから、これらの方々が地域でお金を使わないと
地域が潤いません。
また、今後少子高齢化がすすんで参ります。農

業や建設業が、若い方にとって魅力的な、やって
みたいと思われるような産業にして頂きたいと思い
ます。
本日は、理事役員会があります。理事役員の皆

様はどうぞ宜しくお願い致します。

皆様、こんにちは。10月に入り、朝晩の冷え込み
も少しずつ厳しくなって参りましたが、いかがお過
ごしでしょうか。
先週はガバナー公式訪問とその夜の懇親会に

ご参加頂きましてありがとうございました。ガバナー
公式訪問は、一年でもっとも大切な行事の一つで
す。クラブの皆様のおかげ様をもちましてこの行事
が滞りなく済ますことができ、感謝申し上げます。
ありがとうございました。
また、同日に定款変更の件、ご承認を頂きまして

ありがとうございました。ガバナーのサインを頂き、
ガバナー事務所に送付いたしました。
本日は日米貿易協定のお話をさせて頂きます。

今回の協定では、米は無関税枠見送り、米国向け
牛肉の関税は引き下げ、日本車の輸出について
は、追加関税が見送りとなりました。全体としては、
米を除く農産物を犠牲にして、裾野が広く従事者
が多い自動車を守った協定となりました。米国産
の牛肉や豚肉、ワインなどは関税が引き下げられ
ることで、輸入物価が下がり、日本の消費者にとっ
ては財布に優しい協定になったようです。
他方、牛や豚などの農業従事者にとっては、厳

しい結果になりました。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

1. ガバナー事務所より、地区職業奉仕委員会ア
ンケート調査のお願いが届きました。泉道夫職
業奉仕委員長へ転送致しました。

2. 先週議決させていただきました、黒磯ロータ
リークラブ定款変更（所在地変更）の申請を、
川嶋ガバナーより同意のサインをいただきガバ
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ナー事務所を通じてRI日本事務所へ送付いた
しました。

1. 本日例会終了後、理事役員会を行います。理
事役員、該当の方はお残りください。

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。

 広報委員会 委員長 植竹一裕君

クラブのホームページに「大森貞男つきだより」と
いう新しいコーナーを新設致しました。毎月初め
に大森会員のエッセイが綴られます。ご覧になっ
てください。
同様に「奉仕活動」のタブの中に9月28日に開催

されましたふれあい広場において、我々が協賛し
ておりますボーイスカウトの活動報告をアップ致し
ましたので併せてご覧になって下さい。

 副会計 前田貴宏君

社会奉仕委員長の安藤が休みなので、代わりの
澤田がお知らせいたします。那須塩原駅前で奉
仕活動の一環で清掃作業行います。今からでも
間に合いますので、参加できる方は宜しくお願い
します。現地に午後3時集合、その後石山にて午
後5時から、反省会を催しますので奮って皆様ご
参加ください。
また、台風が来ますので、天候悪化で無理なよう

であれば、委員長の安藤から事前に連絡しますの
で宜しくお願いします。

会計から10月分の口座引き落としのご連絡を申
し上げます。
引落日は10月21日となります。米山記念特別寄

付こちら全員から1名15,000円となります。
ロータリー財団年次ポリオ寄付こちらも全員から

130ドル1ドル108円換算で14,040円なります。同じ
くロータリー財団恒久寄付こちら該当者のみで
108,000円となります。
長崎・佐賀集中豪雨義援金こちらは全員となりま

して一人1,000円となります。

 社会奉仕委員会 副委員長 澤田吉夫君

ゴルフの年会費こちらは愛好会会員のみ1名
10,000円となります。
旅行会会費は、会員のみで1名3,000円となりま

す。宜しくお願いします。

 親睦委員会 委員長 井出法君

親睦委員会の井出でございます。先週も伝えさ



せていただきましたが、観月会のご案内をさせて
いただきます。来週、再来週と例会が休みになりま
して、今月30日（水）が観月会となります。
夜間例会でございまして点鍾が18時30分、開演

を19時から予定しております。また、念のため私よ
り25日ぐらいまでに皆様あてにメールをさせて頂き
ます。
また、出欠の連絡を頂いてる方で変更がありまし

たら、私までご連絡宜しくお願いします。

ニコニコボックス 齋藤幸夫君

村 山 茂 君 結婚祝い有難うございました。

卓話 国際奉仕委員会
委員長 鈴木隆子君

今年度の国際奉仕委員会は高木慶一さん、黒
澤洋さん、時庭稔さんと私、鈴木隆子の4人で運営
しております。
本日は、本年度の計画でございますタイ国への

消防自動車寄贈事業につきましてご報告させてい
ただきます。
前年度、時庭委員長の時に那須塩原市から譲り

受けました消防自動車を宇都宮ロータリークラブ、
宇都宮南ロータリークラブと一緒に、タイ国のパト
ウムワンロータリークラブに寄贈します寄贈式が9
月4日にタイで行なわれました。
黒磯クラブからは吉光寺会長、大島三千三さん、

秋葉秀樹さん、石山桂子さんの4人の方が参加し
て下さいました。
現地では前回寄贈した消防自動車の現状を視

察したり、とても熱い歓迎を受けられたそうですが、

実際に行って下さった方々から色々と詳しくお話し
いただきたいと思います。
それから来年の6月には、ハワイでの国際大会が

あります。憧れのハワイへ皆様ふるってご参加くだ
さいますよう宜しくお願いします。
それではタイのご報告宜しくお願いします。

 タイ国への消防自動車寄贈事業
大島三千三副会長

皆様こんにちは、大島三千三でございます。タイ
へ9月の13日・14日・15日・16日と吉光寺会長、秋
葉会員、石山会員、私と4名で参加させて頂きまし
た。

4名とも国際奉仕委員会のメンバーではないので
すが、代表して行ってまいりました。皆さんのテー
ブルに先ほどお配りしたマンゴーのお菓子はクラ
ブからの選別のお返しですのでお召し上がりくださ
い。
実は宇都宮ロータリークラブは3年続けて事業を

続けております。黒磯ロータリークラブは3年前に1
台、そして1年あけて今年の3月末に、前年度時庭
国際奉仕委員長の時に小型ポンプ車2台頂きまし
た。このポンプ車を送るのですが、車がまだ時庭委
員長のところの教習所の駐車場にありますが、寄
贈式だけ先に行かせて頂きました。今日、宇都宮
の委員に問い合わせたところタイは10月という月は
官庁等がほとんど休みで、いろいろと滞っているそ
うです。

11月になって宇都宮に消防車を運んで40ﾋｨｰﾄ
のコンテナに積んでタイの方へ運ぶ段取りとなって
おります。
では早速、プロジェクターを見て頂きながら、ご説

明いたします。

寄贈事業参加者
吉光寺政雄会長・大島三千三副会長
石山桂子会員・秋葉秀樹会員

日程：2019 年 9 月 13 日～ 16 日（ 3 泊 4 日）
参加者： 宇都宮ロータリークラブ10 名

宇都宮南ロータリークラブ6 名
黒磯ロータリークラブ4 名

地区委員 2 名
合計 22 名
フライト：羽田空港発AM10 時 35 分（タイ航空）





次回例会 令和元年10月30日 担当 親睦委員会 観月会

10月 9日欠席(敬称略)
泉道夫・瀬尾紀夫・月江寛智・小野安正
安藤譲治・荒井昌一・瀧田雅仁・鳥居輝一
戸野俊介・檜山達郎・秋間忍

前回10月 2日分メークアップ(敬称略)
鈴木隆子

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

羽田空港に集合し宇都宮ロータリークラブの皆
様と名刺交換を致しました。初対面なのに最初か
ら最後まで本当に良くお世話をして頂いてロータリ
アンの友情を痛感致しました。
タイの空港に到着、タイのロータリークラブの皆

様のお出迎えにも驚きました。私が思っていた以
上に女性会員が多く会長も女性です。おそろいの
綺麗なブルーのブレザーをはおり、時にはロータ
リーマーク入りのバーバリーのジャンバーに身を
包み非常に行動的で最初から最後まで素晴らし
いおもてなしをして頂きました。
翌日、消防自動車譲渡式では市長さん始め皆

様に熱い歓迎をうけ昼食は地元の皆様の手作り
料理と本当に感銘を受けました。特にタロイモの
煮物は大変おいしく一番のご馳走で心の温かみ
を感じる美味しい食事でした。
夜の例会ですが、出発の2日前に大島さんから

「石山さん例会はブレザーでお願いします」とお話
がありました。ブレザー？今さら間に合いません。
日本人でしたら着物・用意したスーツケースを一
回り大きいものに変えて着物を持って行くことにし
ました。例会場に着物を着て行きましたら、驚いた
様子で女性の会員が集まり「ビューティフル」と
思った以上に喜ばれました。もちろん私ではなく
着物です。夏の着物を着ましたが日本の文化の
素晴らしさも実感いたしました。
大島さんもお話をされていましたが、消防自動車

の再使用についてはまだまだ必要とされている様
です。
私たちをこのような形で歓迎し、喜んで下さるタイ

の人たちに、これからも引き続きこのような事業を
是非続けることが大切かと思いました。

 タイ国への消防自動車寄贈事業
石山桂子君

 タイ国への消防自動車寄贈事業
秋葉秀樹君

皆さん改めまして今日は、この度タイへ同行しま
した秋葉です。実はわたくし今回のタイへの寄贈
式典には、まったく関りがございませんでした。志
願させて頂いたのは、実は義理の甥が8月から
ロータリーの交換学生としてタイへ行っておりまし
て、荷物を届ける目的で参加させて頂きました。甥
は1年交換学生の経験を経て大きく成長しました。
甥が制度を利用するにあたり、少しなりとも関りを
持ちましたので、今後皆様のお孫さんや親せきの
方が、もし1年交換にて留学の希望がありましたら
是非ともお声がけ願います。

皆様よりタイ消防自動車譲渡式参加するに当た
り助成金を頂きまして有難うございました。
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