
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：大島三千三 幹 事：秋葉秀樹
事務局：株式会社 帝都

代表取締役 秋葉秀樹
〒325-0051 那須塩原市豊町13-9
TEL:0287-62-3131・FAX:0287-62-5455
E-mail:hideki_akiba@akibacorp.com

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2891回 大島年度 第2回 会報 2020 07-08 司会 井出法 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 田中徹 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（7月8日） 37(7) 33(5) 4(2) 94.3%

前回（7月1日） 36(7) 33(6) 3(1) 97.1% 2 100%

国際ロータリー会長：ホルガー・クナーク
第 2550地区ガバナー： 森本敬三
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

新入会員 北畠大輔会員

皆様こんにちは、まず先週7月4日の熊本県
南部地方を中心とした豪雨災害に対し多くの
方が亡くなられました。また、100箇所以上
の避難所に900人近い方々が避難されており
ますことに対し、お悔やみとお見舞いを申し
上げます。昨年は栃木県内でも台風19号の豪
雨により鹿沼市・栃木市・足利市などが被害
にあわれました。今回の熊本県の豪雨災害は、
活発な梅雨前線の影響により、線状降水帯の
中に入り短時間で500 mm もの雨をもたらし
ています。今の時代は大雨を降らせる線状降
水帯がこの地域に現れてもおかしくはありま
せん。梅雨末期の大雨には、十分警戒いたし
ましょう。

話は変わりますが、7月3日に渡辺美知太郎
那須塩原市長に泉社会奉仕委員長と二人で挨
拶に行って参りました。渡辺市長が就任以来、

言っていた政策の一つに、那須塩原駅を中
心としたサテライトオフィスの構想が新型
コロナウイルスをきっかけとして、首都圏
の大手企業が在宅勤務のテレワーク取り組
みを始めました。この勤務体制が新型コロ
ナウイルス感染症終息後も続くと思われま
す。新しい勤務スタイルが那須塩原市の移
住定住促進政策に、追い風となることは間
違いありません。是非早いきっかけ作りを
発信していただきたいと思います。「私た
ちロータリーも地元企業としても手伝える
ことがあれば積極的に手伝わせていただき
ます」と申し上げてきました。テレワーク
用の貸しオフィスをビジネスホテルや空き
店舗の再利用など様々なアイデアが考えら
れるのではないでしょうか。那須塩原駅周
辺に限らず那須地域どこでも可能ではない
でしょうか。ロータリーとして、地域社会
の変化に積極的に協力して参りましょう。

会長挨拶 大島三千三会長

大島会長より会員章と四つのテストが授与されました
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委員会報告 植竹一裕副会長

卓話 本年度計画発表

報告のある委員会は報告をお願いいたします。

髙木茂会計長

7月分口座引落し
• 年会費前期分90,000円
• 旅行愛好会会費9,000円
7月20日引き落としとなりますのでよろしく
お願いします。

ニコニコボックス委員長 前田貴宏君

吉光寺政雄君 大島年度の船出を祝して
藤﨑 善隆君 豪雨被災地をお見舞いします

幹事報告 秋葉秀樹幹事

 第5回理事役員会報告
1. 8月プログラム（承認）
2. 外来卓話について

• 8月5日広報委員会外来卓話
北那須郷土研究会の野崎賢治様（承
認）
• 8月19日会員増強委員会外来卓話
一般社団法人 栃木県交通安全協会
支部管理部大田原支所支所長枝正博
様（承認）

3. 出席免除会員について（承認）
4. 「IT推進担当者」選任について（髙木慶

一さん）
 第2回幹事報告
• ロータリー全国囲碁大会のご案内（回

覧）
• 第24回国際ロータリー第2550地区イン

ターアクト年次大会のご案内（鈴木隆子
青少年奉仕委員長）

ロータリー財団委員会 戸野俊介 委員長

ロータリー財団委員長の戸野です。副委員
長に時庭稔さん、委員に田中徹さんのメン
バーで活動します。
1. 吉光寺年度で申請したロータリー財団地

区補助金申請が受理されれば、大島年度
で「黒磯地区全小学校新入児童550人へ
の防犯ブザーの配布」プロジェクトを実
施します。

2. 2021-2022年度ロータリー地区補助金申
請をいたします。

3. ベネファクターを1名お願いします。
以上、宜しくお願いします。

職業奉仕委員会 稲垣政一 委員長

大島年度、職業奉仕委員長を仰せつかりま
した稲垣です。副委員長に瀧田雅仁様、委員
に時庭稔様、相馬征志様、永山三芳様、計5
名にて活動しますので宜しくお願いします。



本年度の計画については、
1. 新入会員に「四つのテスト」を配布する。
2. 会員手帳の作成・配布をする。
3. 職業奉仕月間に、優秀従業員表彰を行う。
以上の3つを計画しました。

3の優秀従業員表彰を行うについては、例
年ですと職場訪問が実施されていましたが、
昨年度はじめて優秀従業員表彰行われ、大変
好評を得ました。

前期委員長の泉様にお聞きしたところ、数
多くの企業から応募があり、優秀な従業員が
多く、選考に大変苦労したとのことです。そ
こで優秀な従業員の長年の労に報いるため本
年度も実施いたします。つきましては数多く
のご応募よろしくお願いします。

以上が本年度、職業奉仕委員会の計画でし
た。

国際奉仕委員会 村山 茂 委員長

開催地である台湾の近年の目覚ましい経済
的発展は皆様ご承知のとおりです。一方で、
歴史的な建造物や伝統が現代アートや文化と
共生する都市「台北」なども見どころだと思
います。参加申込等の詳細は、後日、改めて
ご案内致しますので、是非、ご参加ください。

以上、国際奉仕委員会の計画説明といたし
ます。

皆様、今日は。2020-21年度国際奉仕委員長
を務めさせていただきます村山茂でございま
す。副委員長に和気勝利さん、委員に瀬尾紀
夫さん、片田航介さん、鈴木久雄さんの5名
で担当させていただきます。
本年早々から世界的なコロナウイルス感染

症の大流行により、本年度予定されていた1
年交換留学生の受入れ、あるいは、米山記念
奨学生受入れ中止。更には国際大会の中止な
ど国際的な活動が困難な状況になっておりま
す。現在もその終息のめどが立っておりませ
ん。その様な中ではありますが、ロータリー
の理念に基づき、国際奉仕に関する諸団体・
活動への協力を通して、早期の国際奉仕活動
体制の復旧に努めてまいりたいと考えており
ます。皆様のご理解とご協力をお願い申し上
げます。
なお、2021年ロータリー国際大会の案内が

届いておりますのでご案内いたします。
○開催年月日 2021年6月12～16日（5日間）
〇開催場所 台湾 台北市

国際大会では、世界中のロータリーファミ
リーとつながり、新たな奉仕、友情、協力の
機会を発見し、地域社会に持続可能なインパ
クトをもたらす方法を学ぶことができるかも
しれません。

青少年奉仕委員会 鈴木隆子 委員長

青少年奉仕委員長の鈴木隆子です 委員は
安藤さん、戸野さん、澤田さん、秋間さんで
す。

今年はコロナウイルスの影響もあり、春に
予定されておりました足尾植樹も中止になり、
黒磯高校インターアクトクラブの活動支援に
つきましては感染対策の状況も踏まえ、のび
のびと活動できるよう支援していきます。子
ども食堂の支援も継続いたします。その他青
少年の育成のために協力していきます。

社会奉仕委員会 泉 道夫 委員長

本年度社会奉仕委員長の泉道夫です。メン
バーは井出法副委員長、澤田吉夫委員、小野
安正委員、安藤譲治委員の5名です。

会長方針のもと、社会奉仕の理念に基づき、
支援事業内容を検討し意義ある奉仕活動を通
して、地域社会に貢献できるよう取り組みま
す。
参加事業につきましては、コロナ感染症の
影響で事業開催が流動的です。市主催の行事
や補助事業（巻狩りまつり、ハーフマラソン
等）は中止となり、捻出した予算を市民への
経済支援へ振り分ける方針のようであります



次回例会 令和2年7月15日 担当 クラブ奉仕各委員会

7月8日欠席(敬称略)
安藤譲治・小野安正・荒井昌一・和気勝利

前回7月1日分メークアップ(敬称略)
泉道夫・藤﨑善隆

会報委員会：藤﨑善隆・稲垣政一・髙木茂・田中徹・相馬征志

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/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

米山記念奨学会委員会 平山 博 委員長

SAA 井出 法 委員長

会場監督（SAA）担当の井出です。
副SAAとして、泉委員・瀧田委員・安藤委

員・北畠委員、計5名で運営を行ってまいり
ます。

新年度計画につき、例会をスムースに進行
すべく会場の環境整備、会長や幹事・各担当
委員会と連絡を取り合いながらの進行、
そして、各回の例会プログラムに応じた会場
準備や各種段取りを行ってまいります。

また、新型コロナウイルスの影響に伴い、
国や県、那須塩原市等の行政ガイドラインに
沿った新たな生活様式を参考にしながら、例
会での感染予防に努めてまいります。
今年１年、よろしくお願いいたします。

ので、その都度に検討することと致しました。
支援活動といたしまして、各種ボランティ

ア団体（那須山岳救助隊、那須保護区保護司
会、ボーイスカウト・ガールスカウト、子ど
も食堂）への支援を行います。

継続事業といたしましては、那珂川水質調
査の実施、那珂川川畔公園街灯の更新事業な
どに取り組みます。

大島年度米山記念奨学会委員長を務めます、
平山博でございます。副委員長に鈴木久雄さ
ん、委員に村山茂さん3名で進めてまいりま
す。

本年度の計画は、まず会長計画方針に基づ
き、クラブ寄付目標、会員一人あたり19,000
円を目標とします。内訳は本会より4,000円、
皆様からのご負担は15,000円です。前年どお
りです、よろしくお願いいたします。

次に、米山功労、準米山功労者の増員を目
指します。

また、今年度は米山奨学生の受け入れは有
りませんが、米山月間を利用して奨学生の事
業内容やその成果について、会員皆様の理解
と、認識を深めていただけるよう努力いたし
ます。

米山奨学生、クオンボジン君に関して、私
がカンセラーとして、村山年度、吉光寺年度、
2年間に亘り、皆様に大変お世話になりまし
た事、改めましてお礼申し上げます。
今、彼は韓国の大学にて、農業経営学科の
研修員として勉学に励んでいるようです。昨
年結婚し5月には男の子が誕生しております。
ボジン君からの6月に届いたメールを紹介し

ます。
お天気は夏に向かい暑くなりつつ

ありますが、新型コロナウイルの終息
は遠く感じます。私は、仕事と育児で
精いっぱい過ごしています。育児初心
者なので、解らないことばかりですが、
周りに聞きながら、何とかやり過ごし
ています。ベイビーが泣いているとき
は、その泣く理由がとても知りたくな
ります。理解することは難しい事だと
いうのを、又実感しながらできること
をやっています。

黒磯ロータリークラブが再開され
て、とてもうれしいと思いながら、し
ばらく日本に行けてないので寂しくも
感じます。皆様、お元気で良かったで
す。コロナウイルスがきちんと終息す
るまで、皆様とご家族のご健康とご多
幸をお祈りいたします。

以上です。
ボジン君には、今後は日本と韓国の良き交
流の懸け橋となる事を願って、ご報告といた
します。
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