
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2867回 吉光寺年度 第14回 会報 2019 11-28 司会 小野安正君

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27日 38（7） 34（6） 4（1） 91.8％

前回 11月13日 38（7） 28（6） 10（1） 75.7％ 6 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

 国際ロータリー第2550地区
財団補助金委員長
熊倉学様 （宇都宮陽北RC）

会長挨拶 吉光寺政雄会長

役をつとめて参りました。この駅伝大会は、男女混
合の部、男子の部、女子の部、友好レースの各部
に分かれています。昨今、小学生児童数の減少に
より、男子の部、女子の部の参加を見合わせ、混
合の部一本に絞る学校もあれば、児童数が多く、
混合、男子、女子の部のチームから漏れた子ども
たちの為に、友好レースが設けられている旨説明
を受けました。生徒数はかなり小学校により異なる
ことを実感した次第です。
さて、本日の例会の前に次年度大島年度の理事

役員指名委員会を開催致しました。大島次年度会
長より、理事役員の名簿が開示され、理事役員指
名委員会の皆様により、様々な意見、アドバイスを
頂き、無事終了致しました。来月の理事役員会に
て、理事役員の皆様にもお諮りをさせて頂きます。
どうぞ宜しくお願い致します。
さて、本日お話をさせて頂きます、最近のニュー

スですが、「万引きやめられぬ 高齢者の孤独」に
ついてです。これは、一人暮らしの高齢者による万
引きが全国的に多発していること、その背景として、
出来心、孤独、生活不安などと記載されていました。
この記事を取り上げたのは、数年前、仕事で似た
ような事例があったのを思い出したからです。
数年前、老人ホームから弊社に電話がありました。

「英語の話せる葬儀屋さんいますか？」私は、話せ
るとまではいきませんが、簡単なコミュニケーション
なら可能です、と答えたところ、来て下さい、となり、
老人ホームに行きました。そこに、50歳くらいのアメ
リカ人男性がいて、先ほどお母さまが他界され、こ
ちらで明日火葬を行いたい、お手伝いお願いした
いとのことでした。聞けば、他界されたお母さんは
日本人で、アメリカで結婚し、数年前までアメリカに
住んでいたものの、どうしても日本に帰りたいと、80
歳で一人で日本に帰ってきたようです。正直、面
倒だな、と思いつつ、アメリカ人の息子さんを車に
乗せて、市役所、お寺、施設に入る前に一人暮ら

皆様、こんにちは。11月も終わり、12月年末に差
し掛かって参ります。寒い日が続きますが、いかが
お過ごしでしょうか。
さる11月16日は市内小学校対抗駅伝大会に、来

賓としてご招待を頂きましてご挨拶とスターターの
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しをしていたアパート、大家さんのところを回りまし
た。アパートの大家さんから、「この方は万引きの
常習者で、警察に捕まるたびに大家さんが呼び出
されて迷惑だった」という話がでて、彼にお伝えし
たところ、涙をこぼされていました。彼曰く、「日本
に帰りたい、どうしても日本で死にたい」と言う母を
止められず、一人日本に行かせて、幸せに暮らし
ていると思っていたら、万引きをして周囲の方に迷
惑をかけていたことに大きなショックをうけているよ
うでした。
生まれ育った地に郷愁を感じる方は多いと思い

ます。同時に、老いの孤独と言いますか、一人の
孤独、人と言う字は一人が一人を支えると書く、そ
んな感想を抱きました。私も町内会に入っていて、
ご高齢の方が近所にお住まいです。地域で支える、
お互いに支えあう、そういう当たり前のことが大切な
のだと改めて思いました。
とりとめのない話で恐縮ですが、以上で終わらせ

て頂きます。
ご静聴ありがとうございました。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

第8回理事役員会報告
1. 黒磯ロータリークラブ12月例会プログラムにつ

いて
12月4日クラブ史料委員会担当例会、外来卓
話 大宮司市教育長を予定。その他上程通り
承認。

2. クリスマス家族会会費の件
参加者会費負担4,000円（例年通り）の取扱に
て承認。

3. 米山留学生結婚祝いの件
会長・米山カウンセラー・幹事にて相談の上2万
円程度にて準備することを承認。

4. その他
職業奉仕委員会担当の1月29日例会、優良従
業員表彰につき、奉仕団体としてのロータリー
クラブによる表彰というコンセプトの元に、受賞
者を選考されるよう委員会に要請。

第14回幹事報告
1. 那須塩原市教育委員会より、ロータリー財団委

員会の地区補助金事業として市内小中学校

へ寄贈させて頂きました「小学校低学年視力増
進・小学校英語学習推進のため」プロジェクトの
事業効果報告が届きました。髙木慶一財団委
員長へ転送報告致しました。

1. 2018—19年度地区の年次報告を回覧しており
ます。ご確認ください。

2. 11月16日に開催されました、第15回那須塩原
市小学校対抗駅伝競走大会の協賛お礼が那
須塩原市教育委員会より届いております。吉光
寺会長へお渡しいたしました。

3. 11月3日に開催されました那須塩原ハーフマラ
ソンの協賛お礼が大会事務局より届きました。
安藤社会奉仕委員長へお渡しいたしました。

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 泉道夫君

皆さんこんにちは、職業奉仕委員会の泉でござ
います。先ほど藤﨑幹事の方から案内がありまし
たように、優秀従業員表彰状推薦状を皆様に配布
いたしました。それについてご説明申し上げます。
推薦事業者は黒磯ロータリークラブの会員事業者
の従業員に限ります。それから勤続年数やロータ
リークラブの目的である奉仕の理念を考慮して3名
の方を表彰したいと思います。提出期限は12月11
日、2週間後に設定していただいております。
私8年前まではサラリーマンをしておりましたので、

少しサラリーマンの経験をお話しさせて頂いただき
ます。社内での表彰を受けることは大変うれしいこ 2



とで、仕事の目標にもなっておりました。ましてや
社外からの表彰を受けることは、ひときわ嬉しくて
感激したことを今でも思い出されます。
ということで皆様奮ってご応募して従業員の方に

大いに喜んでいただくということで宜しくお願いし
ます。

 会長エレクト 大島三千三様

皆様こんにちは国際奉仕委員会から報告申し上
げます。消防自動車を11月14日宇都宮の日通営
業所に運びました。梱包されて今、船の上でござ
います、2週間後にはバンコクへ到着する予定で
おります。以上ご報告申し上げました。

 国際奉仕委員会 委員長 鈴木隆子君

続きまして同じく国際奉仕委員会から報告申し
上げます。来年の国際大会の参加希望者一覧を
回覧させて頂いております。12月15日が第1回の
締め切り日となっております。皆様サンセットク
ルージング等いろいろ催しがございますので奮っ
てご参加ください。

ニコニコボックス 平山博君

澤田吉夫君 寒くなりました。風邪などに、ご
注意下さい。

村 山 茂 君 大根が立派に育ちました。

鈴木隆子君 誕生祝いありがとうございました
時の流れが速く自分の年に恐れ
おののく今日この頃です。

髙木慶一君 熊倉地区財団補助金委員長を
歓迎して。

 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。ただ今回覧さ
せて頂いておりますクリスマス家族会が12月開催
されます。少し早いんですが皆様家族等、参加さ
れるかご検討いただくということで回覧させて頂い
ております。本日まだ未定でしても来週、再来週
の例会までに参加人数を決めて頂ければと思い

ます。日時は12月18日水曜日、夜間例会となりま
す。場所はロイヤルホテル那須、点鍾が18時30分、
開宴予定が18時50分を予定しております。また直
前の時期になりましたらご案内の方させて頂きま
す。

卓話 ロータリー財団委員長
委員長 髙木慶一君
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今日の卓話は宇都宮陽北ロータリークラブ会員、地区財団補助金委員長の熊倉学様の卓話です。
少しでも多く時間を取りたいので私の挨拶は省きます。
熊倉委員長様の略歴を申し上げます。
 1995年入会チャーターメンバー
 職業は歯科医師
 主な略歴
 1999～2000年と2008～2009年とクラブ会長に就任
 2012～2013年GSE団長としてフランス・リヨンへ
 2017～2018年地区財団補助金副委員長 この時の委員長はガバナーエレクトの森本敬三さんでし

た。
 2018～現在地区財団補助金委員長
 20019～2020年2550地区第3グループAガバナー補佐もやられています。
尊敬するアクティブ会員でいらっしゃいます。それでは卓話宜しくお願いします。
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次回例会 令和元年12月4日 担当 クラブ史料委員会

11月27日欠席(敬称略)
植竹一裕・瀧田雅仁・荒井昌一・相馬征志

前回 11月13日分メークアップ(敬称略)
稲垣政一・髙木慶一・大島三千三・石山桂子
植竹一裕・和気勝利

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
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