
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2866回 吉光寺年度 第13回 会報 2019 11-13 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 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 11月13日 38（7） 28（6） 10（1） 75.7％

前回 10月30日 38（7） 32（5） 6（2） 88.9％ 3 97.2％

前々回 10月 9日 38（7） 27（3） 11（4） 79.4％ 5 94.1％

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

 国際ロータリー第2550地区ガバナーエレクト
森本敬三様 （大田原中央 RC）

 米山記念奨学生 権鎬珍様

 栃木県立黒磯高等学校⻑ 加藤正樹様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆様、こんにちは。11月に入り、寒さも少しづつ
感じられるようになりました。いかがお過ごしでしょ
うか。
本日は、黒磯高等学校の加藤正樹校長先生が

お越しでございます。この後、卓話を頂戴致しま
す。先生、宜しくお願い致します。ここで、少し黒
磯高校インターアクトクラブについて触れたいと思
います。黒磯高校インターアクトクラブは、2004年
齋藤武久クラブ会長のもと、月江会員がご尽力さ
れ設立されました。例年、青少年指導者養成プロ
グラム（ライラ）や、海外への交換留学、足尾の植
樹などで私たちクラブ会員と交流を頂いています。
かつては、毎年のように海外へ一年交換留学生と
して派遣されていた時期もあるようです。加藤先
生におかれましては、これからも生徒さんの国際
の機会、また奉仕の機会として当クラブをご利用
下さるよう促して頂ければ幸いです。宜しくお願い
致します。
さて、先週8日金曜日に、タイ国からチャイワイパ

ストガバナーご一行が黒磯に来訪されました。9月
にタイ国へ消防自動車寄贈式に伺った返礼の意
味合いで、タイへ行った大島会員、石山会員、秋
葉会員、髙木慶一会員とともにご接待し、渡辺那
須塩原市長を表敬訪問致しました。ご参加された
皆様、お疲れ様でした。
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尚、大島会員は今日、消防車の輸出の手続き
に宇都宮に行っておりますことをご連絡致します。
翌9日は、那須塩原市まなび博にて、教育長から
感謝状を贈呈されました。これは、秋間青少年委
員長、昨年度の財団委員長の荒牧会員が、地区
資金を利用して市内小学校に低学年用英語教材
と視力表を贈呈したことに対して、教育長から感
謝状を頂きました。私事ですが、私の長女が来年
小学校にあがるので、ありがたいと思っています。
また、同じ日の午後は栃木市で会長幹事地区委
員を対象とした指導者育成セミナーに、藤崎幹事、
秋間地区委員とともに参加して参りました。
翌10日は地区大会が國學院大學で開催されま

した。私は仕事でどうしても参加できませんでした。
この地区大会のなかで、来年森本ガバナーのもと、
大田原市のハーモニーホールで地区大会が開催
されるとアナウンスがありました。同じ第一グルー
プとして何がしかの協力を求められるかもしれませ
んが、皆さま宜しくお願い致します。
また、今週末は市内小学校駅伝大会でスター

ターをさせて頂きます。
昨夜、ニュースを見ていましたら、政府主催の桜

を見る会の件が報道されていました。これは、国
の予算を数千万円使って、総理や大臣の関係者
が多数招かれていた、という件です。その中で、ご
招待されたライオンズクラブの関係者のクラブ報
告が放送されていました。当クラブも、例会の記録
を会報として記録保管していますので、私も変な
ことは言わない方がよいな、と思いました。

11月は本当に忙しいですね。少し愚痴を言わせ
て頂きまして会長挨拶とさせて頂きます。
ありがとうございました。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

2. ガバナー事務所より、ホノルル国際大会及び
国際大会栃木ナイトの案内が届きました。鈴木
隆子国際奉仕委員長へ転送致しました。

3. 米山記念奨学会より法人申告用の領収書が
届いております。該当の方のレターボックスに
入れさせていただきましたのでご確認ください。

4. 11月16日開催の第15回那須塩原市小学校対
抗駅伝の大会役員委嘱状がとどきました。吉
光寺会長へお渡しいたしました。

5. 先日行われました地区大会のパンフレットを、
ご欠席の方のレターボックスに入れてあります
のでご確認下さい。

6. 西那須野ロータリークラブ週報、および被害者
支援センターとちぎより届きました「犯罪被害
者週間事業栃木大会」のご案内を回覧してお
りますのでご確認ください。

7. 11月のロータリーレートは1ドル＝108円となっ
ております。

8. 本日例会終了後に理事役員会を行いますの
で、該当の方はお残り下さい。

第13回幹事報告
1. ガバナー事務所より2019年手続要覧事前注

文のご案内が届きました。A4サイズで1冊10ド
ルとなっております。ご希望の方は幹事までお
申し出下さい。なお、2019年版につきましては
クラブ役員に1部ずつ無償提供されておりまし
たが、今回よりMy ROTARYからPDF版のご利
用、または有償にて対応となっております。

親睦委員会 委員 片田航介君

今月7月の誕生祝いは荒牧明二君、吉光寺政雄
君、黒澤洋一君、斎藤幸夫君、鈴木久雄君、鈴木
隆子君、髙木茂君です。
結婚祝いは斎藤幸夫君、檜山達郎君、前田貴

宏君、相馬征志君、植竹一裕君です。

 誕生祝い

髙木茂君 荒牧明二君 吉光寺政雄君黒澤洋一君
鈴木隆子君 斎藤幸夫君鈴木久雄君
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 結婚祝い

前田貴宏君 斎藤幸夫君檜山達郎君
（欠席 植竹一裕君）

お客様 挨拶

 国際ロータリー第2550地区ガバナーエレクト
森本敬三様 （大田原中央 RC）

皆さんこんにちは、貴重な時間を頂きまして、お
話しさせて頂きます。皆様のお手元に資料をお持
ちいたしました。わたくし今年度川嶋ガバナーのも
と国際大会推進委員長を仰せつかっており、今日
お伺いいたしました。来年の6月ハワイで国際大会
が開催されます。また同時に栃木ナイトというサン
セットディナークルーズに乗船し懇親会が開催さ
れることになっております。是非多くの皆様にご参
加頂きたいと思いまして、本日お伺いさせて頂きま
した。どうぞよろしくお願いします。

 米山記念奨学生 権鎬珍様

皆様こんにちは、来年結婚する予定でしたが、い
ろいろな都合により、わたくし11月2日に韓国で結
婚式をあげました。花嫁は今年来日し平山博様に
世話になり、りんどう湖で花火を見ました。大変楽
しかったと言っておりました。有難うございました。

地区大会表彰 記念品贈呈

 長寿会員
檜山達郎君相⾺征志君 ⼤森貞男君

檜山達郎君 相馬征志君 （遅刻 大森貞男君）

 40年以上皆出席
相⾺征志君 福田逸男君

相馬征志君 福田逸男君

 25年以上皆出席
髙木茂君 平山博君

髙木茂君 平山博君 3



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

国際奉仕委員会からご案内申し上げます。先ほ
ど森本ガバナーエレクトからご紹介有りましたよう
に来年の6月6日から国際大会がハワイで行われま
す。とても盛りだくさんなロマンチックで素敵な企画
が組まれております。来週出欠の確認を取ります
ので、どうぞ皆様奮ってご参加くださいますようお
願い申し上げます。

ニコニコボックス 平山博君

田 中 徹 君 初めて地区大会を欠席してしま
いました

吉光寺政雄君 誕生祝い有難うございます

黒澤洋 一君 誕生祝い有難うございます

荒牧明二君 誕生祝い有難うございます

前田貴宏君 結婚祝い有難うございました

斎藤幸夫君 今月は誕生日と結婚記念日で
す。お祝い有難うございます

鈴木久雄君 結婚祝い有難うございます

檜山達郎君 結婚祝い有難う御座います。エ
メラルド婚式です

村 山 茂 君 森本ガバナーエレクト、並びに
加藤黒磯高校校長先生ようこそ
黒磯クラブへ

森本敬三ｶﾞﾊﾞ
ﾅｰｴﾚｸﾄ様

ニコニコボックスに協力いただき
ました

卓話 青少年奉仕委員会
委員長 秋間忍君

本日はご多用中のところ、黒磯高校の加藤正樹
校長先生にお越しいただき、誠にありがとうござい
ます。我々は、黒磯高校インターアクトクラブのお
世話をさせていただくことに誇りを感じ、いろんな
ボランティア活動を一緒にやれることを大変嬉しく
思っております。今日は、学校のことや教育のこと
についてお話を伺えるとのことで楽しみにしており
ました。この後のご講演、よろしくお願いいたします。

 栃木県立黒磯高等学校⻑ 加藤正樹様

黒磯高校の加藤正樹校長先生より後記記載のレジ
メに沿いご講演頂きました。
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次回例会 令和元年11月27日 担当 ロータリー財団委員会

11月13日欠席(敬称略)
稲垣政一・髙木慶一・大島三千三・小野安正
戸野俊介・石山桂子・井出法・植竹一裕
和気勝利・荒井昌一

前回10月30日分メークアップ(敬称略)
髙木茂・田中徹・片田航介
前々回10月 9日分メークアップ(敬称略)
泉道夫・安藤譲治・瀧田雅仁・鳥居輝一
秋間忍

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

消防車寄贈御礼
那須塩原市表敬訪問

11月8日にタイ国のポトｳムワンロータリークラブ
のチャイワイパストガバナーと奥様、クラブ会長さ
んがタイに送った消防車の寄贈のお礼に，那須塩
原市を表敬訪問し渡辺美知太郎市長にお礼の言
葉を申しあげました。

１０月１４日（月）体育の日、黒磯ロータリークラブ
と黒磯高校インターアクトクラブが合同で那須塩原
駅前清掃活動を実施しました。
あいにく雨が降ってきましたが、駅前広場を中心

に清掃することが出来ました。
ロータリアン１９名・インターアクター５名（先生を

含む）の合計２４名が参加して下さいました。
台風１９号の後で、松葉などが多く散乱していま

したが、那須野巻狩祭りに向けて綺麗に出来て良
かったです。

2019～2020年度
国際ロータリー第2550地区
地区大会

11月10日國學院大學栃木学院にて国際ロータ
リー第2550地区地区大会が開催されました。

那須塩原市駅前清掃
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