
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2901回 大島年度 第12回 会報 2020 10-14 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 10月14日 37(7) 32(5) 5(2) 91.0%

前回 10月 7日 37(7) 31(5) 6(2) 89.0% 4 100%

前々回 9月30日 37(7） 31(5) 6(2) 89.0% 3 97.0％

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

幹事報告 秋葉秀樹幹事

皆さんこんにちは、那須の山々が色づき始め紅
葉の見頃の季節となりました。
一日の寒暖の差が激しく、外出する際には一枚

上着が必要です。風邪など引かぬよう体調に注意
しましょう。
さて、10月25日（日曜日）は今年度地区大会が

大田原市勝田屋にて開催されます。その前の10
月23日（金曜日）には、ホウライカントリー俱楽部
にてゴルフ大会を総勢204名で行います。感染症
対策を万全にしてのゴルフ大会となります。
前年度の計画段階では、第一グループ各クラブ

より運営のお手伝いを数名ずつと考えておりまし
たが、新型コロナウイルス感染症の影響で各クラ
ブ会長ならびに幹事のみの出席によって地区大
会が開催されることとなりました。会員各位の皆様
におかれましては、当日の様子をYouTubeで生中
継を致しますので是非ご覧ください。また、青少年
交換、米山記念奨学会等の動画も配信されます、
合わせてご覧ください。URLは、後日メールにて
皆様にお知らせ致します。なお、生中継は当日の
みとなります、他の配信動画は11月末日まで見る
事が出来ます。お時間を作りご覧いただきたいと
思います。
さて、皆さん、先日の10月11日は何の日かご存

知だったでしょうか？国連が定める「国際ガール
ズ・デー」でした。世界中の若い女性たちが直面
する各種の問題について目を向けることを訴える
日でした。ロータリーでは、「教育の支援」という側
面から女の子のエンパワメントに力を入れていま
す。教育における性差別を減らすことが出来る社
会になるよう祈らずにはいられない日でした。今年
は、ガバナー方針の中に、女性会員の拡大増強
が目標となっております。黒磯クラブも女性会員の
入会に向けて頑張りましょう。

お客様

那須塩原市市民活動センター
林 美幸様

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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ニコニコボックス委員会

卓話

委員会報告

 広報委員会 委員長 安藤譲治君

広報委員会の安藤です。
来年1月に予定している新年会において、今年

度のデジタルフォトコンテストを開催したいと思い
ます。
お題は「楽しくなるような写真」として、コロナで暗

くなった気持ちを吹き飛ばすような、楽しい写真を
たくさん応募してください。
くわしくは、後日皆様にメールを差し上げます。

よろしくお願いします。

 会計 髙木茂君

④ 旅行会費（8月から10月） 旅行会会員 一名
9,000円

⑤ ゴルフ会費 ゴルフ愛好会会員 一名 5,000
円

10月20日に引き落としますので宜しくお願い致
します。

 社会報委員会 委員長 泉道夫君

本日の卓話は、家庭教育師の林美幸さんから
「子どもの貧困撲滅について」お話しを頂きます。
林美幸さんは

• 家庭教育学会 家庭教育師
• 倫理研究所 準家庭倫理の会栃木子育て委員

長
• 栃木県家庭教育オピニオンリーダー連合会那

須ブロック長
• 埼玉コミュニティ副会長
などの団体に携わり、ボランティアコーディネー

ターとして活躍されています。

本日のニコニコボックスはございません。

第12回幹事報告
 地区大会 You Tube配信と出席扱いについ

て案内が届きました。
 My ROTARYのリニューアルに伴う修正中の問

題について案内が届きました。
My ROTARYのリニューアルが行われ2カ月

余りが経過しましたが、未だ修正中の問題も多
く、クラブ・地区の皆様にはお手数をおかけし
ております。現在も修正中の問題で、修正が特
に急がれているものでございます。皆様におか
れましては、大変申し訳ございませんが、修正
まで今しばらくお時間頂戴できますよう、お願
い申し上げます。

会計の髙木です。口座引き落としのご連絡を申
し上げます。

① 九州豪雨義援金 会員全員 一名 1,000円
② 米山特別寄付 会員全員 一名 15,000円
③ ロータリ財団寄付 年次寄付100ドル ポリオ

30ドル 一名 130ドル 13,650円
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 那須塩原市市民活動センター
林 美幸様
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次回例会 令和2年10月21日 担当 米山記念奨学会

10月14日欠席(敬称略)
荒井昌一・北畠大輔・吉光寺政雄・戸野俊介

前回10月 7日分メークアップ(敬称略)
和気勝利・植竹一裕・髙木茂・北畠大輔

前々回 9月30日分メークアップ(敬称略)
髙木茂・北畠大輔・泉道夫

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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