
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2894回 大島年度 第5回 会報 2020 08-05 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 鳥居輝一君 （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(8月5日) 37(7) 30(5) 7(2) 85.7%

前回(7月29日) 37(7) 31(6) 6(1) 86.1% 5 100%

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

会長挨拶 大島三千三会長

お客様

北那須郷土史研究会 野﨑賢治 様
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ため、いかに組織を強くできるか。ポリオ根
絶の取り組みによって世界でロータリーへの
認識が高まっているこの絶好の機会に、行動
を起こさなくてはなりません。太陽が出てい
るうちに屋根を修理しなければならないので
す。」

「若い職業人にロータリーの扉を開こうで
はありませんか。ロータリアンとなるのにふ
さわしくない年齢はないということも覚えて
おきましょう。年齢にかかわらず、誰でも歓
迎します。どの年齢の人も、与えることので
きる大切な何かを持っています。若いロータ
リアンに働きかけながらも、他の年齢の人を
忘れてはなりません。すべての新ロータリア
ンに、生涯のロータリアンになってもらいた
い、ロータリーに積極的に参加する友人に
なってもらいたいと、私たちは考えていま
す。」

「新しい人との出会い、その人たちにロー
タリーを楽しんでもらうことは、私たち自身
にとっても楽しみであることを忘れてはなり
ません。私たちは、互いの付き合いを楽しみ
ながら、さまざまな活動で充実した時間を過
ごしています。このような楽しい経験を生か

皆さんこんにちは、やっと梅雨も明け夏の
太陽が戻ってきました。熱中症に気を付けて
下さい。真夏の陽射しが戻ってきたのも束の
間、明後日8月7日は、立秋です。残暑お見舞
い申し上げます、という季節の移り変わりに
ひとしおの寂しさを感じます。尚さらに、今
年は3月から新型コロナ感染症により非日常
的な生活が続き、いつもの年より月日の過ぎ
るのが早い気がするのは私だけではないと思
います。

さて、8月は会員増強月間です。RIホルガ
―・クナーク会長は、方針の中で会員増強の
大切さを訴えております。「いかに現会員を
維持し、クラブにふさわしい新会員を募れる
か。そして、立ちはだかる課題に立ち向かう

大島三千三会長と野﨑様

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp


委員会報告 植竹一裕副会長
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皆さんこんにちは。報告のある委員会はお願
いいたします。

ゴルフ愛好会事務局 和気勝利 君

地区ｿｰｼｬﾙﾒﾃﾞｨｱIT推進委員 髙木慶一君

幹事報告 秋葉秀樹幹事

す必要があります。」と言われました。
会員の皆さん、この黒磯クラブにメンバー

して迎え入れたい友人・知人にロータリーの
扉を開くチャンスを紹介して頂き、楽しい時
間（とき）を過ごせる仲間を一人でも多く見
出していきましょう。誘い合える活動をして
参りましょう。そして、共に学び合える事に
喜びを感じ、自分自身の扉も大きく開きま
しょう。

森本ガバナーが提唱していますMy Rotary
への登録ですが

現在、My Rotary(特にログイン機能)
の不具合が生じています。ロータリー
では、早急にこの問題の解決にあたっ
ております。ご迷惑をおかけして申し
訳ありませんが、何卒ご理解をお願い
します。

とメールが来ましたのでお知らせいたします。

 第5回幹事報告
• 2020年8月 会員増強・新クラブ結成推進

月間｜リソースのご案内が届いております。
（和気会員増強委員長）

• 日本のロータリー100周年：記念切手発行
のお知らせが届いております。（回覧）

• 2020-21年度地区大会のご案内が届いてお
ります。（回覧）

• 大島年度の役員名について
会 長 : 秋間 忍
副 会 長 : 髙木慶一
事務局・会計 : 和気勝利

• 今年度の会費について
昨年度のゴルフ活動実績が一部未消
化につき、残金の関係上
① 大島年度に限り、１人/5,000円と

する
② 今年度より入会者は、通年通り１

人/10,000円とする
• 第4回国際ロータリー第 2550 地区ゴルフ

選手権大会の追加募集のご案内
参加申し込みが予定数に達しており
ません。追加の募集を致しますので
奮ってご参加ください
〇令和2年8月25日（火）日光カンツ
リー倶楽部

• 2020-21年度、10/23に行います国際ロー
タリー第2550地区の地区大会記念ゴルフ
のご案内・申し込みを本日より回覧いたし
ます、今年は森本ガバナー、秋間ガバナー
補佐と第1グループより輩出して、地元ホ
ウライカントリーでの開催をも鑑みて、よ
り沢山のご参加お待ち申し上げております。
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ニコニコボックス委員会 小野安正君

瀬尾紀夫会員

誕生祝いありがとうございました。
平山博会員

誕生祝いありがとうございました。
藤﨑善隆会員

梅雨明けました。本日長男誕生日。８才にな
りました。

誕生祝 8月誕生祝

前田貴宏会員 平山博会員
小野安正会員 瀬尾紀夫会員

卓話（担当 広報委員会）

北那須郷土史研究会 野﨑賢治様

（野﨑先生プロフィール）
宇都宮大学教育学部卒
黒羽町立川西小学校から5つの小学校教諭
大田原市寒井小学校金丸小学校教頭
大田原市立片田小学校那須塩原市立鍋掛小学
校校長
那須塩原市立大原間小学校大田原市立佐良士
小学校教諭
郷土史
「那須の戦国時代」
「那須の戊辰戦争」
「那須の太平洋戦争」
「那須の大字・町名辞典」

野﨑賢治先生

北那須郷土史研究会写真提供
北那須郷土史研究会編集委員
北那須郷士史研究会編集委員
北那須郷土史研究会編集委員
記念誌
「開校記念誌」
特別支援教育
那須塩原市立鍋掛小学校編集委員
「はぐくむ一子どもの理解と支援ー」著作
現在大田原市立親園中学校に勤務

（演題）八溝山と岩嶽丸
「岩嶽丸」の伝説は以下のような話である。
平安時代末期の堀川天皇（在位11087年～
1107年）のころ、那須地方では、「岩嶽丸」
と呼ばれる化け物が現れ、人々を襲ったり、
牛馬を捕らえて食べたりするなど、地域の
人々を困らせていた。そこで、天皇は、藤原
貞信に「岩嶽丸」退治を命じた。貞信は多く
の困難を乗り越えて、「岩嶽丸」を退治する
ことができた。貞信は、朝廷から従三位下野
の守に任じられ、下野の国那須郡を領するよ
うになり、那須家の始祖となった。そして、
貞信から5代後には那須与ーとなるが、源平
合戦において与ーが活躍したことなどにより、
鎌倉幕府の御家人となる。

八溝の名刹 雲巌寺



次回例会 令和2年8月19日 担当 会員増強委員会

8月5日欠席(敬称略)
荒井昌一・時庭稔・石山桂子・鈴木隆子
檜山達郎・戸野俊介・北畠大輔

前回7月29日分メークアップ(敬称略)
永山三芳・戸野俊介・石山桂子・吉光寺政雄
澤田吉夫

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
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那須地方においては、それまで、八溝山地
の豪族であった「岩嶽丸」と藤原氏の荘園管
理者であった藤原貞信が戦い、「岩嶽丸」が
破れ、那須氏がこの地域の支配者となって
いったことを、「岩嶽丸」の伝説として伝え
られているように思う。

また、八溝山地は金の産出する山でもある。
古来から金を産出する山にはこのような伝説
が数多く伝えられている。「岩嶽丸」を笹蟹
の化け物としたのも、川で砂金を収集する元
締めであったことを物語っているのかもしれ
ない。

この「岩嶽丸」の伝説には、次のような
歴史的な事象が隠されているのではないか
と考えられる。

平安時代の中ごろ、貴族が政治の中心と
なり、多くの荘園からの収益をもとに贅沢
な暮らしを送っていた。その一方、地方の
治安は乱れたため、それぞれの荘園の管理
を任された者が荘園を守るために武装する
ようになってきた。それが武士のおこりで、
さらに、武士たちは支配する土地を巡って、
武力で争うようになる。

八溝嶺神社

那須与一像（那須与一伝承館）

砂金の収集

参考文献
「八溝今昔」阿久津正二著黒羽町教育委員会 「那須記」黒尾東一編著
「黒羽町誌」黒羽町誌編さん委員会黒羽町 「那須の歴史と文化」栃木県立なす風士記の丘資料館
「下野伝説集（6) 綾織池」栃木県連合教育会
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