
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2874回 吉光寺年度 第21回 会報 2020 1-29 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29日 37（7） 31（4） 6（3） 91.1％

前回 1月22日 37（7） 33（5） 4（2） 94.0％ 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
さて、今月は職業奉仕月間でございます。月間

に因んで、職業奉仕について少し考えてみたいと
思います。ロータリーの目的第2には、職業上の高
い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値ある
ものと認識し、社会に奉仕する機会としてロータリ
アン各自の職業を高潔なものにすることとあります。
職業上の高い倫理基準とは、なんでしょうか。この
点、私が思うに、お客様に十分に説明を行い、適
正価格で取引を行い、社員さんやお取引先に遅
滞なくお支払いをすること、そう当たり前のことを当
たり前に行うことが、まずは大切なのだと思います。
ロータリアンとして、また企業経営者として、当たり
前のことを当たり前に行うことが大切と肝に銘じて
日々精進したいと思うところでございます。
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。

皆さんこんにちは。昨日は出張で東京に行ってき
ましたが、テレビで「栃木県北部に大雪警報」と速
報が出まして、慌てて妻に電話をしました。「雪な
んて降ってないよ」と言われ、一安心したところで
す。つくづく泣く子と天気は自由にならないと思っ
たところです。
さて、本日は職業奉仕委員会による優良従業員

さんの表彰式でございます。例年職業奉仕委員会
では、卓越した企業、地域に貢献する企業様を職
場訪問を行ってきましたが、本年は泉委員長以下
職業奉仕委員会のご提案で優良従業員さんを、
黒磯ロータリークラブとして表彰しましょう、というこ
とで本日を迎えました。泉委員長ご設営ありがとう
ございます。
本日受賞される社員さんは、いずれも長い期間

会員企業に奉職されスキルやノウハウをお持ちで、
企業様にとっては、まさに宝とも言える方々です。
継続は力。私は常々そのように感じています。長く
勤める事で、経験を積み、お客様の顔を覚え、後
輩社員の手本として社員教育にも携わっていくの
だと思います。受賞された皆様は、今後とも各企業
において他の模範としてお勤め下さいますようお
願い申し上げます。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

（第10回理事役員会報告）
1. 会員推薦の件

吉光寺政雄君より推薦され、これを承認されま
した。これを受けて黒磯ロータリークラブ細則第
10条第3節により公表致します。本日より7日以
内に異議申し立てのある方は幹事までご連絡
下さい。次週例会前日2月4日を期限と致します。
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ニコニコボックス 佐藤博君

1. 2019-20年度黒磯ロータリークラブ2月例会プ
ログラムについて
予定プログラム通り承認。

2. 会員選考／職業分類委員会担当の3月4日例
会外来卓話について
栃木県交通安全協会支部管理部大田原支所
長 枝正博様に依頼の件、承認。

3. 故福田逸男会員の会費取扱について
後期分は頂かないことを承認。なお、RI人頭
分担金・地区資金につきましては対応済み。

4. 一年交換留学生について
受入を承認。米山記念留学生については辞
退することを併せて承認。

5. インターアクトクラブ海外研修助成について
インターアクター2名（クラブ負担2万円×2名
＝4万円）、引率教諭1名（クラブ負担7万円）
合計11万円のクラブ負担を承認。

6. 2020-21年森本年度2550地区行事支援体制
について
大島会長エレクトより報告（前回例会で全会員
にも報告。

7. 那珂川河畔公園設置の街灯（1996-97年度・
ポールハリス没後50周年記念）の取扱につい
て
故障した街灯本体を那須塩原市の負担にて
撤去依頼することを承認。新規設置など今後
の取扱については継続協議とした。

（第21回幹事報告）
1. ガバナー事務所より、インターアクトクラブ海

外研修事前説明会、日本・台湾合同パー
ティーのご案内が届きました。秋間青少年奉
仕委員長へ転送致しました。

2. ロータリー米山記念奨学会より確定申告用の
領収証が届きました。皆さまのレターボックス
へ入れておりますのでご確認ください。

3. 那須塩原市より那須野巻狩まつり第3回実行
委員会の案内が届きました。安藤社会奉仕委
員長へお渡しいたしました。

4. 赤い羽根共同募金会「おうえんプロジェクト」
による被害者支援募金活動ご協力のお願い
が届きました。安藤社会奉仕委員長へお渡し
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。

 旅行愛好会 大森貞夫君

旅行愛好会よりご報告申し上げます。今回は長
野県高遠城址内の桜を見学したいと思います。桜
の一般評価は1位だそうです。
先般役員会議にて決定をいたしましたので、お

知らせいたします。
令和2年4月5日（日） 出発4時30分 石山発
費用： 13,750円
内訳～バス貸し切り、保険、昼食代、 高速道路、

入園料、 その他

 次期幹事 秋葉秀樹君

次年度幹事よりご報告申し上げます。本日例会
終了後に大島年度第1回目の理事役員会を開催
いたしますので、理事役員の方はよろしくお願い
いたします。
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黒澤 洋一君 優秀従業員表彰ありがとうござ
いました。

瀬尾 紀夫君 優秀従業員表彰ありがとうござ
いました。

髙木 慶一君 表彰を受けた方をお祝いして。

大森 貞夫君 フォトコンテスト入選させていた
だきました。

卓話 職業奉仕委員会
委員長 泉道夫君

皆様、こんにちは。職業奉仕委員会の泉道夫で
ございます。
本日は、優秀従業員表彰の時間を頂いておりま

すのでよろしくお願いします。
今回、表彰の推薦状は10事業所の代表者の方

から回答がございました。ありがとうございました。
拝見しておりまして従業員に対する温かい想いが、
ひしひしと伝わってまいりました。そして、吉光寺
政雄会長、職業奉仕委員で厳正なる審査を行い
選ばせて頂きました。表彰式に先立ちまして少々
時間を頂きます。
皆様はご存じの話と思いますが、「一 隅を照らす、

これ則ち国宝なり」という言葉があります。私は寝
ないで勉強しました。天台宗の開祖である伝教大
師最澄が本の中で「径寸十枚、これ国宝に非ず。
一隅を照らす、これ則ち国宝なり」と記しているそう
です。内容は、むかし、魏の国の王と斉の国の王
が出会ったときに、魏王が言ったようです。「私の
国には夜をも明る＜照らす大きくて素晴らしい玉
が十枚ある。これが国の宝だ」と言ったそうです。
すると斉王が、「私の国にはそのような宝物はあり
ません。ただ、それぞれの一隅をしっかり守ってい
る人材がいます。それぞれが自分の一隅を照らせ
ば千里を照らします。これこそ国の宝です」と言っ
たそうです。すなわち、国の宝とは財宝とかではな
く家庭や職場など、自分の置かれたその場所で精
いつばい努力し、光り輝くことのできる人こそ、何
物にも代えがたい国の宝である。という話です。事
業所に置き換えても全く同だと思います。本日は

そのような三名の皆様をお迎えすることができて光
栄に思っております。前置きが長くなってしまい失
礼しました。それでは表彰式を挙行いたします。

 優秀従業員表彰受賞者
黒磯新建材 株式会社 人見勝利様
株式会社 瀬尾本店 石川良子様
株式会社 テクノ産業 高根沢英樹様

 推薦者の方からの紹介
黒磯新建材 株式会社 黒澤洋一様

優秀従業員表彰のお礼と紹介をさせていただき
ます。
この度、当社黒磯新建材（株）常務取締役・営業

部長、人見勝利の優秀従業員の推薦を提出致しま
したところ、表彰の栄誉を受け、誠にありがとうござ
いました。
彼は、平成元年8月に入社以来、30年の長きに

わたり社業発展に努力し、現在は社員のリーダーと
して得意先の皆様方はもちろん、仕入先・従業員
から信頼され、日々営業活動に従事しております。
また、会社の目標“地域社会に貢献”することをよ

く理解し、毎日お世話になっている道路の清掃を
目的とした“愛ロード作戦”を毎月第3水曜日に社
員共々率先して実施をしております。
私は、彼が今回の受彰を期に、更に人間として成

長することを期待しております。以上、簡単ですが、
今回の受彰にあたり、お礼と紹介に代えさせてい
ただきます。ありがとうございました。

 優秀従業員受賞者 人見勝利様
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本日、黒磯ロータリークラブからの優秀従業員表
彰を受けましたこと心よりお礼申し上げます。私ど
もの会社、黒磯新建材株式会社は建築資材の販
売、施工を通じて住まい造りのお手伝いを業務と
している会社です。
また、営業活動を通し地域社会に貢献する会社

を目指しております。今日の表彰式での感激を胸
に刻み更なる社業発展に努力する所存であります。
本日は誠にありがとうございました。

 株式会社瀬尾本店 瀬尾紀夫様

今回、貴黒磯ロータリークラブ様から優秀従業員
として表彰を受けます石川良子のプロフィールをご
案内申し上げます。
彼女は高校卒業後4月に入社し、この3月で38年

間勤務しております。その間、LPガス関係、建築資
材関係の国家試験を取得し、その仕事ぶりも感謝
の心を常に持ち、お客様、問屋様からの信用度も
私以上のものがあります。
家庭においても母親として二人の子供を育て上

げ立派に成人させております。
これを機に私の会社ご自分の家庭そして地域社

会に役立つ人として活躍されることを期待しており
ます。
この度の受賞に際し貴黒磯ロータリークラブ会員

の皆様に感謝申し上げます。

 優秀従業員受賞者 石川良子様

私は、入社してから38年間亡会長、社長、瀬尾家
の皆様、同僚から家族同様に接していただき、また、
お客様や取引業者の方々が、私をここまで育てて
下さいました。
私は、人社して5カ月の時、病気で入院をし半年

間出社することができませんでした。何もできな
かった私を、温かく見守って下さり、今日があります。
あの時辞めていたら私の人生は大きく変わってい
て、明るい色では表せなかったかもしれません。会
社には、ただただ感謝です。
この受賞を励みに、これからも今まで以上に仕事

に取組み、会社の為、地域の為に恩返し出来ます
よう努力して参りたいと思います。どうぞ今後とも、
瀬尾本店を宜しくお願い申し上げます。本日は、ど
うもありがとうございました。

只今、ご紹介いただきました、株式会社瀬尾本店
の石川良子と申します。本日は、優秀従業員表彰
を賜り、身に余る光栄に心より感謝申し上げます。

 株式会社 テクノ産業 秋間忍様

本日は株式会社テクノ産業の高根沢英樹に、黒
磯ロータリークラブから栄えある優秀従業員表彰を
いただきましてありがとうございます。
高根沢は那須町大沢から那須塩原市埼玉まで

26年余、ほぼ無欠勤で通勤し、お客様のため、会
社のため、社会のために働いて参りました。
株式会社テクノ産業は各業種、業界向けのビジ

ネスソフトウェアを開発しておりますが、高根沢は
その中でも同社の主力商品である自動車整備業
向けコンピュータシステムの開発に携わり、人目に
つかないところで地道な努力を重ねてお客様の業
務改善に貢献しております。
一方、彼の住んでいる大沢地区では長い間自衛

消防団員として活躍し、地域の安全と防災、後輩
指導では他の模範となって活動して参りました。
これからも益々必要性、需要が高まってゆく情報

化社会にあって、豊富な経験を活かした更なる躍
進を期待しております。
本日は優秀従業員表彰を賜り誠にありがとうござ

いました。

 優秀従業員受賞者 高根沢英樹様

株式会社テクノ産業の高根沢英樹でございます。
本日はこのような賞を頂きまして大変ありがとうござ
います。
私は株式会社テクノ産業に入社して21年になりま 4



次回例会 令和2年2月5日 担当 クラブフォーラム

1月29日欠席(敬称略)
月江寛智・井出法・荒井昌一・佐藤博
田中徹・戸野俊介

前回 1月22日分メークアップ(敬称略)
平山博

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

す。年数は長いのですが、今までを振り返った時
に自分は何をしてきたんだろうと考えております。

特に新しいことに挑戦する訳でもなく、毎日同じ
作業を慣れで行っていたような気がして反省して
おります。これからは働いていくうえで、今までのよ
うなやり方ではなく「このような事は出来なかという
ような」提案するような形で、会社に貢献できるよう
頑張っていきたいと思っています。今後ともよろしく
お願いします。

 優秀従業員表彰

株式会社 テクノ産業 高根沢英樹様

黒磯新建材 株式会社 人見勝利様

株式会社 瀬尾本店 石川良子様

受賞者集合写真
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