
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2886回 吉光寺年度 第33回 会報 2020 6-3 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 6月 3日 37（7） 35（6） 2（1） 97.2％

前回 2月19日 37（7） 30（3） 7（2） 85.7％ 3 94.5％

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

 大田原信用金庫黒磯支店長
永山三芳様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆様の企業におかれましても様々な取り組みが慌
ただしく取られたのではと拝察する次第です。休
業を余儀なくされた企業、売り上げが大きく減った
企業のお話をたくさん拝聴致しました。
休会中の三か月感染症の蔓延によって、私はい

ろいろな事を考えさせていただく時間だったと思い
ます。ある会員からは、会社の売上が半分になっ
てしまい、ロータリー活動や奉仕活動どころではな
い、というご意見も拝聴致しました。お恥ずかしな
がら弊社も、葬儀に加え飲食部門が不振で、大幅
な減収を計上している状態であります。まず自社
や自分がゆとりがあったうえでの、奉仕活動ではな
いか、と確かに考える次第です。
他方、こういう時こそロータリークラブは奉仕団体

としてやるべきことがあるのではないか、自治体や
医療従事者への寄付などを検討してはどうか、と
いうご意見も伺い、その通りと感じる次第でありま
す。ズームを使って、遠隔でも例会や理事会を開
催してはどうか、というご意見や、医療機関にマス
クを寄付してはどうか、という積極的なご意見も頂
戴致しました。
休会中の3か月間、理事役員の皆様には例会再

開日の設定から、寄付をどうするか、また会費の使
い道などで、お会いできない中、ズームやメールを
使っての意見集約にご協力を頂きましたこと、改め
てお礼申し上げます。ありがとうございました。
私の年度も残すところ、一カ月となりました。7月

から始まる大島年度に良い橋渡しができますよう、
残りの期間皆様のご協力を頂きながらつとめて参
ります。ご指導ご鞭撻を宜しくお願い申し上げます。

皆様こんにちは。本日は久しぶりの例会にご参
加頂きましてありがとうございます。
最後の例会が2月19日でしたので、3月4月5月と

休会が続き、本日が皆様に久しぶりにお会いする
機会となりました。
新型コロナウィルスの蔓延と、それによる対人距

離の確保、また非常事態宣言の発令から解除と

幹事報告 藤﨑善隆幹事

（第12〜15回理事役員会報告）
1. 会計長用パソコンの購入について備品費・予

備費より計77,000円の支出を異議無く承認頂
きました。
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2. 社会奉仕委員会によりますボーイスカウト・
ガールスカウト・山岳救助隊・保護司会への助
成金につきましては、例年通り各五万円の贈
呈をご承認頂きました。

3. 栃木県被害者支援センターへの助成金、例年
通り1万円の支出をご承認頂きました。

4. 6月プログラムについて、計画通りのご承認を
頂いております。

5. 大田原信用金庫黒磯支店長齋藤幸夫さまの
転勤に伴い、齋藤さまの西那須野RCへの移籍、
後任の永山三芳さまの入会についてご報告さ
せて頂いております。

6. その他、各月のプログラム、例会再開等の審議
を行っておりましたが、結果3ヶ月にわたる休会
となりました。詳細は以下の通り（太字は理事
役員会決議事項）。

2月25日･･･3月4日・11日例会の中止（第2回臨
時理事役員会）※クラブ定款第8条
第1項（ｃ）による

2月28日･･･ガバナー事務所より各種地区行事
中止の連絡

3月 4日･･･4月例会プログラム承認（第12回理事
役員会）

3月 6日･･･足尾植樹中止の連絡
3月13日･･･地区危機管理委員会より地区行事

中止の詳細連絡
3月16日･･･3月25日・4月1日中止・8日観桜会よ

り再開とする（第3回臨時理事役員
会）国際大会栃木ナイト中止の連絡

3月23日･･･国際大会中止の連絡
3月31日･･･4月例会中止、5月13日より再開とす

る（第13回理事役員会）
4月 2日･･･延期されていたPETSの再延期の連

絡
4月28日･･･青少年交換プログラム中止の連絡
5月 2日･･･5月中例会の中止（第14回理事役員

会）
5月20日･･･zoom併用にて6月例会再開を決定

（第15回理事役員会）

（第24回幹事報告）
1. 5月25日、地区ガバナー指名委員会は、宇都

宮陽東ロータリークラブ 佐貫直通（さぬきな

おみち）氏をガバナーノミニー・デジグネート
（2022-23年度地区ガバナー）に指名し、同氏
が「2019-20年度国際ロータリー第2550地区ガ
バナーノミニー・デジグネート」に正式に確定し
た旨宣言が発せられましたのでご報告致しま
す。

2. 既にメールにてご連絡しておりますが、ロータ
リー財団寄付、確定申告用領収書をレター
ボックスに入れてあります。事務的な手違いに
より、私の手元に届くのが遅れたため配布が遅
れましたことをお詫び致します。

3. ガバナー事務所よりロータリー財団補助金委
員会からの新型コロナウイルス対応のための補
助金使用について案内文書が届きましたので、
髙木慶一財団委員長へ転送致しました。

4. 地区国際奉仕委員会よりアンケートのお願い
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。

5. 『ロータリーの友』ですが、5月号の発刊を中止
し、5・6月合併号として発刊されております。67
年目にして初めての事態となりました。7月号に
つきましても7月1日の配布が間に合わず第１
〜2週の配布となる旨連絡がありました。

6. その他休会期間中に、RI日本事務所・ロータ
リーの友社・地区ガバナー事務所の感染対策
による在宅勤務・開所時間短縮等の連絡が
入っております。

7. いちご一会栃木国体那須塩原市実行委員会
書面決議の案内が届きました。安藤社会奉仕
委員長へお渡ししました。

8. 那須塩原ハーフマラソン実行委員会より、ハー
フマラソン中止の案内が届きました。同じく安
藤社会奉仕委員長へお渡ししました。

9. 回覧物のご案内です。被害者支援センター栃
木の発行物、月江宮司さまの記述が掲載され
ております、石黒克彦氏の著書「那須連山と三
斗小屋宿」（本人より寄贈）、大田原中央RCより
IMの報告を回覧しております。

退会挨拶 大田原信用金庫
西那須野支店長 齋藤幸夫様

皆様こんにちは齋藤でございます。新型コロナの
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影響により例会が休会中に西那須野支店に異動
がでてしまいました。黒磯ロータリークラブ様には
休会中を含めて1年9か月の在籍しかございません
でした。在籍中はいろいろな方とお会いできまして
楽しく過ごすことができ、また勉強になりました。
西那須野支店では、西那須野ロータリークラブが

ございまして、そちらの方に入会することが決まっ
ております。西那須野ロータリークラブでは前々か
ら常に会計を仰せつかっております。まもなく決算
を迎えるところですが何分西那須野ロータリークラ
ブも休会が続いておりまして、何をどうしてよいの
か分からない状態です。

最後になりますが、何かの機会でまた皆様とお
会いできることを楽しみにしております。まだまだ新
型コロナが終息したわけではございませんので気
を付けて頂きたいと思います。今までありがとうござ
いました。

入会挨拶 大田原信用金庫
黒磯支店長 永山三芳様

皆様こんにちは、この4月に大田原信用金庫黒
磯支店に配属となりました永山でございます。何分
にも黒磯地区は初めてでございまして、今後とも皆
様ご指導宜しくお願いします。

ボーイスカウト・ガールスカウト
義援金贈呈 代理髙木慶一様

ベネファクター・ポールハリスフェロー表彰

 ベネファクター 戸野俊介様

 ポールハリスフェロー 秋葉秀樹様

親睦委員会 委員長 井出法君

 3月誕生祝い

• 3月の誕生祝いは大島三千三君、安藤譲治君、
泉道夫君です。

• 4月の誕生祝いは、檜山達郎君、鳥居輝一君、
稲垣政一君、藤崎善隆君です。

• 6月の誕生祝いは澤田吉夫君、片田航介君で
す。

• 3月の結婚祝いは澤田吉夫君です。
• 4月の結婚祝いは黒澤洋一君、鈴木久雄君で

す。
• 5月の結婚祝いは髙木慶一君、田中徹君、髙

木茂君です。
• 6月の結婚祝いは佐藤博君、時庭稔君、石山

桂子君、和気勝利君、藤崎善隆君です。

大島三千三君安藤譲治君泉道夫君
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 4月誕生祝い

稲垣政一君檜山達郎君鳥居輝一君藤崎善隆君

 6月誕生祝い

片田航介君澤田吉夫君

 3月結婚祝い

澤田吉夫君

 4月結婚祝い

黒澤洋一君鈴木久雄君

 5月結婚祝い

髙木茂君髙木慶一君田中徹君

 次年度幹事 秋葉秀樹君

石山桂子君佐藤博君時庭稔君和気勝利君藤崎善隆君

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。

 6月結婚祝い

吉光寺年度における委員会引継ぎ会は開催し
ませんので、お手数をお掛けしますが各委員会
でお願いします。
吉光寺年度で出席免除会員で次年度も出席免

除申請をされる方は申請書の提出お願いします。

ニコニコボックス 平山博君

藤 崎 善 隆 君 例会再開を祝いまして、また、す
べての方の協力に感謝 4



稲垣 政一君 再会を祝いまして

吉光寺政雄君 例会の再開を祝いまして皆様宜
しくお願いします

植竹 一裕君 例会の再開を祝して

月江 寛智君 3か月ぶりの例会を祝して

髙木 慶一君 お久しぶりです。宜しくお願い致
します

鈴木 隆子君 本当に久しぶりにロータリー再
会、一歩日常に近づきました

田 中 徹 君 長期休暇をいただきました

佐 藤 博 君 お久しぶりです

相馬 征志君 万感の思いを込めて

澤田 吉夫君 コロナが早く収束しますように

黒澤 洋一君 〃

泉 道 夫 君 〃

片田 航介君 皆さんの笑顔が見られてうれし
かったです。ロイヤルホテルは6
月5日オープンです

安藤 譲治君 新型コロナの早終を願って

前田 貴宏君 長女が東京の大学に進学しまし
た。有難うございます

齋藤 幸夫君 お世話になり有難うございます
後任の永山を宜しくお願いしま
す

鳥居 輝一君 誕生祝いありがとうございます

時 庭 稔 君 結婚祝い有難うございます

石山 桂子君 結婚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

大森 貞夫君 予定終了です

秋葉 秀樹君 ノルマ達成です

クラブ協議会・年度総括
荒牧明二クラブ奉仕委員長

クラブ奉仕委員会は、各委員長のもと、担当の例
会を円滑に進めておりましたが、今年2月突然発症
した新型コロナウイルスにより世界的な感染が広ま
り、ロータリー活動が出来なくなりました。
担当委員会の報告・卓話が未消化になり委員長

さんもストレスがたまった状態で吉光寺年度が終
わってしまいます。次年度に発散しましょう。

 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。本年度の報告
をさせて頂きます。委員長にわたくし、副委員長に
和気勝利君、委員に石山桂子君、泉道夫君、片
田航介君の合計5名で活動しました。
会員相互やその家族、他各委員会とも協力し、

より一層皆の親睦を深めるべく、イベントの企画を
させて頂いた次第でございます。
行事としましては毎月最終週におけます夜間例

会後の食事会。昨年の10月30日に観月会。その
後12月18日にクリスマス家族会。こちらはロイヤル
ホテル那須で行いました。1月8日新年会、割烹石
山様にて行いました。4月8日観桜会を予定してお
りましたが、残念ながら新型コロナにて中止となっ
ております。
また会員の皆様の誕生月、結婚月に発表を行い

まして、お米の贈呈を行った次第でございます。
次期委員長でございます片田航介君には、いろ

いろな反省点を踏まえて引き継ぎし、より活発な活
動を願っております。 5



本年度は、いろいろご協力いただきまして有難う
ございました。

 出席委員会 委員長 秋葉秀樹君

本年度に委員長の福田逸男さんが亡くなられて、
副委員長の秋葉が委員長を引継ぎました。副委員
長に瀧田雅仁さん、委員に時庭稔さん、鈴木久雄
さんの計４名で運営しました。
新型コロナの影響による今後の出席規定は、クラ

ブの理事役員で決まりますので、それに沿って行
います。残り１か月ありますので、出席率100％目
指してメイキャップお願いします。

 プログラム委員会 委員長 月江寛智君

プログラム委員会でございます。委員長にわたく
し副委員長は安藤譲治君でございます。祝日を含
む例会の取りやめることができるとする定款第7条
1節によって例会の回数を昨年同様に年間36回と
しました。
昨今テレビなどを見てお分かりのように、学校で

も企業でもWeb会議が開かれております。長所も
短所もございますが、やがてオンラインWeb会議が
検討されても良いのではと思っております。
毎月のプログラムにつきましては、会長である吉

光寺会員の広報誌によりまして会場に掲示されて
おり心より感謝申し上げます。

 広報委員会 委員長 植竹一裕君

 ホームページについては、奉仕活動の欄に
1. 「第38回ふれあい広場」にて支援をしている

ボーイスカウトの活動報告
2. 那須塩原駅前清掃
3. 共和大学構内で開催された「こどもフェスタ」

に於けるボーイスカウトの活動
4. タイ国からの消防車寄贈御礼の那須塩原市

表敬訪問の模様

今年度の計画として、ホームページの充実・活
動内容の掲載・フォトコンテスト開催・ロータリー書
式集・雛形の掲載を掲げました。

 地区大会・例会・炉辺会議風景の欄に
1. 11月10日に開催された地区大会の模様
 新たに大森貞男会員からの月便りの配信、会

員のページへの投稿として
1. 夏の北海道の旅
2. とようら保育園応援ソング
3. 国宝 日本の城
4. 日本各地のモニュメント

を掲載する事が出来ました。
デジタルフォトコンテストは、応募総数 10名・作

品総数27作品となり、最優秀賞は、相馬征志会員
の「北アルプスの女王」が栄冠に輝きました。

3月以降コロナの影響により更新が減少した事が
残念ですが、次年度に期待致します。

 スマイルボックス委員会
委員長 平山博君

皆さんこんにちはスマイル委員長を務めます、平
山でございます。副委員長に佐藤博さん、委員に
田中徹さん、斎藤幸夫さんにご協力をいただいて
おります。
新型コロナウイルスで、３,４,５月の3ヶ月間10回

の例会が休会となりました。 6



2月末で全体の62％で、目標達成が出来ないの
ではと心配しておりましたが、今日、多くの会員の
皆様より、スマイルにご協力いただいておりまして
87％になりました。
皆様から頂きましたスマイルの基金は、クラブ奉

仕活動の運営に大切で欠かせない資金で有りま
す。会員一人当たり、30,000円以上の目標達成が
出来る様、皆様に再度ご協力をお願い申し上げま
して委員会報告をさせて頂きます。

 会報委員会 委員長 髙木茂君

年度計画は、ほぼ達成すると思います。週末ま
での配信は皆様のご協力により遅滞なく、日曜日
には配信しております。
近隣クラブには紙により会報を毎月配布しており

ます。年度の終わりには一部保存版を作成いたし
ます。以上今年度報告といたします。

 会報増強委員会 委員長 石山桂子君

 クラブ史料委員会 委員長 村山茂君

 雑誌委員会 委員長 鈴木久雄君

会員増強委員会より１年間の報告を致します。
副委員長に檜山先生、委員に相馬征志さんと３人
のメンバーで運営いたしました。
本年度、吉光寺会長は計画の中に会員純増１

名を掲げておりました。滝田雅仁会員に入会して
頂きましたので目標達成になりましたが、福田逸
男会員がお亡くなりになり純増１名には至りません
でした。
クリスマス家族会で、楽しくお酒を飲んでいたお

姿が今でも脳裏を霞めます。
3月よりコロナ感染拡大の為、例会は休会になり

ましたが、吉光寺年度締めくくりに委員会報告が
出来たことに感謝したいと思います。
又、お店としましてコロナ感染対策防止として新

しいスタイルの例会・食事の提供に変わりました。
少しずつ皆様の御意見を伺いながら楽しい例会
が出来る様、心がけていきたいと思っております
ので宜しくお願い致します。

雑誌委員会の鈴木でございます。大変遅くなり
ましたが3月号4月号のロータリーの友、ガバナー
月信を皆様のレターボックスに入れておきました
ので、どうぞご覧になって頂きたいと思います。

5月号、6月号に関しましては、ロータリーの友に
関しましては先ほどの幹事からご説明の通り合併
号という形になります。発行され届き次第、皆様の
お手元に配布したいと思います。

 ロータリー情報委員会 委員長 檜山達郎君
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皆様、今日は。クラブ史料委員長の村山でござ
います。久しぶりの例会で皆様とお会いすることが
でき、心から嬉しく思っております。
さて、2019-20年度の当委員会は、副委員長の

植竹一裕さんと2名で担当しております。文字通り
クラブの史料・備品等の整理保管について、随時
行うとともに、6月末日においてそれらの棚卸、整
理整頓を行いました、クラブ創立60周年を次年度
に控え、特に史料関係については、その整理に留
意いたしました。
以上、ご報告といたします。



次回例会 令和2年6月10日 担当 次年度会長幹事 クラブフォーラム

6月3日欠席(敬称略)
荒井昌一・瀧田雅仁

前回 2月19日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・植竹一裕・髙木慶一

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

クラブのロータリー情報委員会は、全会員、特に
新入会員がロータリーを十分理解し、ロータリーの
特典と責務を理解が出来るように援助しなければ
ならない。

 会員選考/職業分類委員会
委員長 和気勝利君

 米山記念奨学会委員会
委員長 田中徹君

皆さんこんにちは。会員選考/職業分類委員会、
委員長の和気でございます。まずは久しぶりの例
会ということで、今日にいたるまで理事役員の皆

米山を仰せつかりました田中でございます。本
年度はわたくし田中と井出法君と故福田逸男様3
名で活動しました。まず第1にクラブ目標である一
人19,000円、これを理事役員の承認を得て、皆様
の協力を頂きクラブ目標及び地区目標をクリアで
きました。
昨年から引き続いて権鎬珍君を米山の奨学生と

してクラブで預かりしました。本年度は平山博君が
カウンセラーを引き受けてくれました。そして無事、
国に返すことが出来ました。3月の中過ぎに送別
会を行う段取りをしたのですが、コロナの影響で行
うことができませんでした。
権鎬珍君が帰国してから、カウンセラー方に奥さ

んと赤ちゃんの写真を添えたメールが届いていお
ります。時機を見て子供を連れて日本に来ますと
記されておりました。

新入会員の方（前田貴宏君・瀧田雅仁君・片田
航介君）のご参加いただきパストガバナー相馬征
志会員にロータリーについて講話をお願い致しま
した。日時、場所、参加者については下記の通り。

記
黒磯RCオリエンテーション
日時：9月27日（金）午後6時30分
場所：石山 会費4.000円
出席者：情報委員会 委員長 檜山達郎、 副委員

長 平山博、 委員 髙木茂、会長 吉光寺
正雄、 幹事 藤崎善隆、パストガバナー補
佐 相馬征志、親睦委員長 井出 法、 副
SAA 前田貴宏、出席委員 瀧田雅仁、副
SAA片田航介 以上10名

様、石山様、本当に大変なご苦労であったと思い
ます。改めて御礼申し上げます。
私くどもの委員会は私と鈴木隆子会員の二人で

活動しておりまして、新入会員候補の選考と分類
を行っております。
今年は委員会の活動としましては、1月9日に理

事役員の方からの推薦１名の会員選考を行いまし
た。１月１２日に理事役員の方へ結果報告を致し
ました。
職業分類については、私の記憶では5・6年前に

当時委員長でありました月江寛智会員が作成した
職業分類をそのまま使わせて頂きました。
余談になりますが、2月19日の例会から休会が

決まりまして、実は次の週の卓話担当が私の委員
会でした。外来卓話を頼んでおりましたが、残念
ながら中止となりました。次年度に回せるかと思っ
ております。
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