
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2897回 大島年度 第8回 会報 2020 09-02 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 髙木慶一君（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（9月2日） 37(7) 36(6) 1(1) 100%

前回（8月26日） 37(7) 31(3) 6(4) 93.9% 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
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会長挨拶 大島三千三会長

皆さんこんにちは、先日、安倍晋三内閣総
理大臣が辞任を表明されました。7年8ケ月の
在任期間、2,799日（8/24現在）歴代最長の
政権を維持してきた事に、偉大さを感じます。
体調不良ゆえの、志半ばでの退陣は断腸の思
いだと推察致します。

1ヶ月間、太陽が姿を見せなかった梅雨、
新型コロナウイルス感染症の影響で短かった
夏休み、先週まで続いた猛暑、誰もが経験し
たことのない特別な夏が終わりました。そし
て、景気の低迷がこの秋以降に分かりやすく
現れてくるのではないかと心配致します。次
期リーダーにおいては、コロナ対策と経済の
立て直しに政治空白なく取り組んで頂きたい
と思います。

さて、話は変わりますが、今、ドローンの
開発に世界各地の企業が取り組んでおります。
日本のベンチャー企業、スカイドライブ社が
開発した有人ドローンの試乗風景がテレビに
出ていました。2023年に実用化を目指して開
発中とのことです。先ずは、東京や大阪など
の湾岸エリアで観光空中ドライブを始めたい
と言っていました。黒磯駅から那須塩原

駅を経由し塩原温泉、板室温泉、那須温泉へ
と続くドローン高原ドライブ、夢のような話
もそんなに遠くないのかもしれません。

今、私たちは先の見えない時の流れの中に
います。しかし、大きな夢を語り合い、マス
クの中にも笑顔あり、ロータリーメンバーと
の有意義な時間を過ごし、苦境を乗り超えて、
新しい日常生活の時代を開いていきましょう。

結婚祝

誕生祝

秋葉秀樹君 佐藤博君 永山三芳君

吉光寺政雄君 大島三千三君 泉道夫君

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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幹事報告 秋葉秀樹幹事

委員会報告 植竹一裕副会長

 髙木慶一会員
昨日9月1日黒磯駅前那須塩原市図書館愛称

「みるる」のオープンセレモニーがありまし
た。設計はロータリークラブで卓話をして頂
いたUAo代表の伊藤麻理さんです。

UAo株式会社発行のフリーペーパーに館内
が詳しく載ってますので配布をさせて頂きま
した。

新型コロナウイルス対策で完全オープンに
はなっていませんが是非ご利用して下さい。

 第8回幹事報告
• 新型コロナウイルス感染拡大防止に向けた

「日本事務局在宅勤務」 延長のお知らせ
が届いております。(回覧)

• 秋間第一グループガバナー補佐より2021-
22年度ガバナー補佐推薦のご依頼が届いて
おります。

• 2020-21年度 地区大会記念ゴルフ大会
申込受付終了のご連絡が届いております。
（ゴルフ愛好会）

• 2020年9月 基本的教育と識字率向上月間
リソースのご案内が届いております。

• ガバナー事務所より 友好・姉妹クラブの
調査が届いております。

• インターアクト第1合同会議のご案内が届
いております。（鈴木青少年奉仕委員長）

皆さんこんにちわ。報告のある委員会の方
は挙手をお願いします。

 秋間忍第1グループガバナー補佐

大島三千三年度、第1グループガバナー補
佐を務めさせていただいております秋間から
の報告です。早いもので、例年8月には次年
度のガバナー補佐選出の審議を行う時期とな
り、すでに9月を迎えました。つきましては、
少し出遅れましたが恒例の順番で第1グルー
プ内の調整を済ませ、次年度のガバナー補佐
候補を西那須野RCからご推薦いただくことが
決まりましたので報告させていただきます。

 永山三芳雑誌委員長

本日ロータリーの友9月号をレターボック
スに入れましたのでご確認下さい。

配布されたUAo
のフリーペーパー
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秋間忍会員 幸運に感謝。

佐藤博会員 誕生祝いありがとうござ
います。

相馬征志会員 8月30日会津の宝の山へ行
き、山頂へ立つことがで
きました。

永山三芳会員 誕生祝いありがとうござ
いました。

秋葉秀樹会員 誕生祝いありがとうござ
いました。

卓話 会報委員会
藤﨑善隆委員長

会報委員会は稲垣政一さん、相馬征志さん、
髙木茂さん、田中徹さんと私の5名で運営し
ております。

例会開催日の週末までに編集を行い発行で
きるようにしております。

完成した会報は皆さまにメールにて配信し
ております。届いていない方がいらっしゃい
ましたら私までご連絡ください。なお、本年
度は第1グループ内の各クラブへの会報郵送

を取りやめ、会長幹事さまへのメール送信に
よる対応に改めました。また、広報委員会に
ご協力頂きクラブのホームページにも随時掲
載していただいておりますので、そちらでも
ご覧いただけるようになっています。

本日は、稲垣さんにご説明いただきながら
会報編集の流れを皆さまにお伝えしたいと思
が、まずその前の準備段階からご説明いたし
ます。

毎回例会の会報資料はDropboxというもの
に保存しておきます。これはインターネット
上で写真やWord、 Excelなどのデータを共有
することができるツールです。

これを使うことによって、例えば会報委員
5人がそれぞれ自宅や会社など別の場所から
好きな時に資料を閲覧、編集することができ
ます。

卓話の原稿などもこのDropboxに保存させ
ていただいております。この保存する原稿が
ないと、編集に入れませんから、卓話原稿を
ご提出いただくことが編集開始の第一歩、大
変重要であるということをご理解ください。

これらの資料がある程度揃いましたら、
PowerPointというソフトを使って編集を行い
ます。

このPowerPointは本来プレゼンテーション
の作成に使われるものなのですが、文字や写
真などの配置が自由に行えるなど、誌面の編
集に便利であるという理由で採用しておりま
す。この編集の様子についてはこの後稲垣さ
んに説明して頂きますが、一通り編集がすみ
ましたら、会報委員全員にメールにて第一稿
を送信し全員で校正します。その校正が終わ
りましたら晴れて皆さまに配信させていただ
くという段取りになっております。

会報委員会 稲垣政一副委員長

ニコニコボックス委員会 小野安正君

泉道夫会員 結婚祝いありがとうござ
います。

髙木慶一会員 駅前図書館みるるのオー
プンを祝い。

会報委員会副委員長の稲垣です。今回、藤
﨑委員長より、会報をどの様に作成している
かプレゼンの依頼があり、素人ですがパワー
ポイントで動画を作成しましたのでスライド
ショーをご覧ください。

すでに作成済みの大島年度会報テンプレー
トに書き込みます。こちを台紙と見立て張り



次回例会 令和2年9月16日 担当 雑誌委員会

9月2日欠席(敬称略)
荒井昌一

前回 8月26日分メークアップ(敬称略)
稲垣政一・小野安正

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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付ける感覚で作成します。
冒頭の回数、日付の部分にはテキストボッ

クスが張り付いておりますのでテキストを入
力します。

「お客様」や「会長挨拶」などの項目は画
像として登録しましたので、選んで張り付け
ます。

例会で撮影した写真を張り付けます。

会長挨拶を入力します。適切な場所にテキ
ストボックスを張り付けまして、フォントと
サイズ、両端揃えを指定し、送って頂いた文
章をコピー張り付けします。スペースに収ま
らない場合は、コピーし切り貼りします。

出席状況の部分ですが、ここにはエクセル
のオブジェクトが張り付いています。この表
に人数などを記入していきます。

続いてグループ化の説明をします。画像と
テキストを張り付けグループ化することがで
きます。グループ化すれば一緒に移動やコ
ピー画像登録ができます。

またテキスト中では段落番号を付与するこ
とができます。番号の種類を選び段落を改行
すると自動的に番号が付けられます。

写真やオブジェクトを揃えるにはメニュー
の画像を選択し、ツールバーにて揃える種類
を選びます。

こうした作業を行なって体裁を整えて完成
します。
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