
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2872回 吉光寺年度 第19回 会報 2019 1-8 司会 前田貴宏君

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 1月 8日 37（7） 34（6） 3（1） 97.2％

前回 12月25日 38（7） 32（4） 6（3） 91.4％ 2 97.3％

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

家族会の夜、自宅で下血され菅間病院に入院さ
れました。12月23日にお見舞いに伺った際は少し
顔色が悪いかな、という程度でご本人も年始には
息子たちが集まるので一緒に日本酒を飲むんだ、
と言ってました。それから約1週間で他界され、私
も大変驚きました。
葬儀では、ロータリークラブを代表して下記の弔

辞をよませて頂きました。福田会員は、黒磯ロータ
リークラブ在籍43年の、クラブ歴最年長の会員で
ございました。私は常々、仕事のできる人よりも長
く勤めてくれた方の方が重宝だと思っています。
長く勤めれば、分かることも多く、顔も覚えてもらえ
る、皆の見本になると思っています。この点、43年
の在籍年数を誇る福田会員は、私たちの誇りであ
り、お手本であったと思います。福田会員のご冥
福を心からお祈り致します。
また米山奨学生のホジン君も3月で奨学生終了

となります。
こう見ますと行く人あれば来る人があります。大

島年度によいかたちで引き継げますよう、新入会
員の獲得に努力したいと思います。
さて、今週の土曜日11日は、第一グループ会長

幹事会がございます。この会合には、森本ガバ
ナー予定者、秋間ガバナー補佐予定者、次年度
会長幹事もご参加されます。皆様におかれまして
は、大島三千三年度にクラブを代表してガバナー
補佐をお勤め頂きます秋間会員に対して、クラブ
一丸でお支え頂きますよう改めてお願い申し上げ
ます。
さて、本日はこのあと新年会がございます。この

辺りで失礼させて頂きます。
皆様新年明けましておめでとうございます。
年始そうそうではありますが、皆さまご承知の通り

福田逸男会員が12月29日に他界され、1/5に葬
儀が行われました。受付のお手伝いを頂きました
皆様、ありがとうございました。
ご存じない方もいると思いますので、経緯を話さ

せて頂きます。福田会員は、12月18日のクリスマス

記
弔辞
今は亡き福田逸男歴代会長のご霊前に、お別れ

の言葉を申し上げます。
福田さんは、1976年3月に黒磯ロータリークラブ
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に入会されて以来、在籍年数四十三年を数えるク
ラブ在籍最年長の会員でございました。
福田さんはクラブのあらゆる役職を歴任されてき

ました。1984年-85年に、菊地三男会長のもとクラ
ブ幹事をお勤めになられ、その後は1989年-90年
にクラブ会長として卓越した指導力を発揮されたと
お聞きしております。クラブ在籍最年長者として、
我がクラブの歴史は言うに及ばず、ロータリーの全
般に亘りその造詣は広く、詳しくご理解なされてい
て、細部に渡り常に会員をご指導下さいました。
福田さんは、いつも酒席でニコニコ日本酒を傾け

る姿を拝見しておりました。私がクラブ会長に内定
して以来、ことあるごとに、「何かあったら何でも聞
いてね」とニコニコと笑顔を向けて下さって、その
笑顔に大変勇気を頂いたことを、昨日のことのよう
に思い出します。
福田さんはロータリー活動以外にも、紳士服など

を扱うお仕事柄この街の歴史や人物に造詣が深く
よくお話して下さいました。日課の河畔公園での散
歩を欠かさず、体調管理に気を配られていたご様
子も拝見しておりました。
昨年末、12月18日にクリスマス家族会が開催さ

れ、福田さんはいつものように美味しそうにお酒を
嗜まれていました。その晩、ご自宅にて体調を崩さ
れ菅間記念病院に入院されました。病室にお見舞
いにお伺いした際は、いつものように朗らかに迎え
て下さり、会員の皆様には心配をかけたくないので
入院の件は伏せておくようにと仰っていました。
また、年始には息子さんが揃うので、息子さんた

ちと日本酒を飲むんだ、と嬉しそうに語っていたの
を覚えています。
まさか、福田さんご自身もこんなに早く他界すると

は思ってもいなかったのではないでしょうか。その
心中を拝察するに、言葉がありません。
最後に長年にわたり黒磯ロータリークラブに献身

的に奉仕下さったご功績を讃えながら、黒磯ロー
タリークラブを代表して深い感謝と永久の安らかな
眠りをお祈りしつつ、弔辞と致します。

2020年1月5日
黒磯ロータリークラブ 会長 吉光寺政雄

以上

幹事報告 植竹一裕副幹事

（第19回幹事報告）

1. 2019-20年度第1グループIM（インターシティ
ミーティング）の案内が届きました。期日は2月
9日日曜日、14時登録開始・14時半点鐘、会
場は大田原市勝田屋記念会館となっておりま
す。また、移動用にバスをご用意させて頂きま
す。バスは13時半石山さん出発とさせて頂きま
す。本日より出欠及びバスご利用の有無を確
認差させて頂きますのでご協力のほどお願い
いたします。

2. ガバナー事務所より2019年米山奨学生修了
式のご案内が届きました。平山カウンセラー及
び田中米山委員長へ転送致しました。

3. 同じくガバナー事務所より、2020年度財団管
理セミナー＆研究会の案内が届きました。次
年度の大島会長・秋葉幹事・戸野財団委員長
へ転送致しました。

4. 同じくガバナー事務所より職業奉仕月間のリ
ソースが届きましたので、皆さまにメールを転
送させて頂きました。

5. 2020年1月のロータリーレートは1ドル110円と
なっております。

6. 「栃木いのちの電話」より、「応援プロジェクト」
支援依頼が届きました。安藤社会奉仕委員長
にお渡し致しました。

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程3年 権 鎬珍君

親睦委員会 委員 泉道夫君
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今月1月の誕生祝いは石山桂子君、泉道夫君、
瀧田雅仁君です。結婚祝いは大森貞夫君、月江
寛智君、平山博君、瀬尾紀夫君、秋葉秀樹君、井
出法君です。

 誕生祝い

 結婚祝い

井出法君 石山桂子君 瀧田雅仁君

秋葉秀樹君 井出法君 大森貞夫君 月江寛智君
平山博君 瀬尾紀夫君

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。

 会計 鳥居輝一君

1. 後期会費 全員 90,000円
2. 観月会会費 出席者1名に対し 4,000円
3. 令和元年11月10日理事役員会 出席者1名

5,000円
4. 首里城火災修理支援金 全員 1,000円
5. 旅行会費（11月～1月分） 旅行会会員 3か

月分 9,000円

会計からの報告です。令和2年1月分引落の件で
ございます。5項目ございます。

上記金額を1月20日に栃木銀行から引き落とし
致します。

ニコニコボックス 佐藤博君

月江寛智君 新年あけましておめでとうござい
ます

鳥居輝一君 新年あけましておめでとうござい
ます

平 山 博 君 新年あけましておめでとうござい
ます

荒牧明二君 新年あけましておめでとうござい
ます

秋葉秀樹君 結婚祝いありがとうございます

瀧田雅仁君 誕生祝いありがとうございます

大森貞夫君 結婚祝いありがとうございます
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新 年 会

会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆様新年明けましておめでとうございます。
さて、新年そうそうでありますが、皆さまご承知の通り福

田逸男会員が年末他界され、年始に葬儀が執り行われ
ました。先ほど例会にて福田会員に黙祷を捧げました。
福田会員の43年に渡る、黒磯ロータリークラブへのご奉
仕に改めて感謝を申し上げる次第です。
さて、2020年、新元号令和初の新年を、皆さま健やか

にお迎えになられたこととお慶び申し上げます。昨年は、
相次ぐ自然災害、貿易摩擦など不安要素も多い一年で
したが、スポーツ界ではラグビーワールドカップにおい
て日本代表がベスト8に進出し、ボクシングの井上尚弥
選手のバンタム級制覇なご世界の舞台で活躍される選

手の姿が目立ちました。
本年は東京オリンピックパラリンピックの年度であります。オリンピックの熱気に負けない、皆さまのご健

康ご多幸、社業の発展をお祈りしつつご挨拶とさせて頂きます。
最後に、この新年会をご設営下さった井出委員長はじめ親睦委員会の皆様ありがとうございます。お世

話になります。
本日は最後まで宜しくお願い致します。ありがとうございました。

親睦委員長挨拶 井出法君
井出でございます。皆様あらためまして明けましてお

めでとうございます。本日は2020年最初の例会、新年会
ということで、これだけ多くの方々にご参加いただいたこ
と大変うれしく思っております。奥様方もご参加いただき
有難うございます。

2020年が始まりました。オリンピックの年でございます。
年末からわたくし海外に行っておりましたが、日産の
ゴーさんの話とかイランとアメリカの話とか、新年からいろ
んなことが始まったような気がしております。
そのような中、非常に残念な福田様の訃報がございま

した。わたくし福田様とは幼少のころからお付き合いがご
ざいまして、わたくしの父が会社を設立する時の株主の

一人で昔からご協力いただいておりました。本当に残念な気持ちでいっぱいでございます。ただ、下ば
かり向いていてはいけないと思います。わたくしも暗い顔をしては福田様に顔向けができないと思います
ので、本日は新年会ですので楽しんでいただいて2020年良いスタートを切って頂ければと思います。

フォ ト コ ン テ ス ト
フォトコンテストを担当しております広報委員長の植竹で

ございます。只今よりコンテストの結果についてご報告いた
します。

11月28日から12月15日までの応募期間には、10名27作
品の応募がありました。12月22日から29日に前記27作品に
対して会員と奥様方よりの投票総数は74票でございました。
その投票を集計致しました結果をこれから発表させて頂き

ますが、全応募作品については既にメールにて掲載してお
りますので、この場に於いては入賞作品毎に順位発表とス
ライド上映を同時に行わせて頂きます。
入賞は最優秀賞1作品、準優秀賞1作品、優秀賞1作品、

佳作が4作品となりました。詳細ホームページ参照 4



 最優秀賞 ［相馬征志］

 準優秀賞 ［藤崎善隆］

 優秀賞 ［荒牧明二］

［北アルプスの女王］

「中秋節」の雲海から太陽をすくい上げる松(中国黄山)

［新緑の河畔公園と那須連山の雪渓］

 佳作

• 稲垣政一 春の青木別邸

• 大森貞夫 静かな朝焼け三陸海岸海洋

ホテル

• 稲垣政一 紅葉のトンネル(大山参道)

• 藤﨑善隆 「士気」を高めるビールとモン

ゴルの草原に遊ぶ子どもたち

新 年 会 ス ナ ッ プ 写 真

総合司会 泉 道 夫 君 乾杯 相 馬 征 志 君
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次回例会 令和2年1月22日 担当 クラブフォーラム

1月 8日欠席(敬称略)
荒井昌一・藤﨑善隆・齋藤幸夫

前回12月25日分メークアップ(敬称略)
稲垣政一・福田逸男

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

次期理事役員 乾杯 月江寛智君

フォトコンテスト受賞者
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