
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2903回 大島年度 第14回 会報 2020 11-04 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（11月4日） 37（7） 31（4） 6（3） 91,0％

前回（10月21日） 37（7） 27（4） 10（3） 79.0％ 4 89.0％

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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お客様
RID2550ガバナー 大田原中央RC
森本敬三 様

RID2550第1グループガバナー補佐
秋間 忍 様

地区表彰
25年100％出席会員 時庭稔 会員

長寿会員
檜山達郎会員 相馬征志会員

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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会長挨拶 大島三千三会長

森本敬三ガバナー公式訪問

感染症対策のため、本年度のガバナー公式
訪問は森本ガバナー、秋間第1グループガバ
ナー補佐、大島会長、秋葉幹事のみが出席し
て行われました。

結婚祝い

誕生祝い

秋間ガバナー補佐 森本ガバナー
秋葉幹事 大島会長

（左から）
鳥居輝一会員 植竹一裕会員 檜山達郎会員
前田貴宏会員 永山三芳会員

（左から）

荒牧明二会員 吉光寺政雄会員 鈴木隆子会員
髙木茂会員 黒澤洋一会員 鈴木久雄会員

皆さんこんにちは、多様な葉で彩られた
山々の景色もすっかりと薄れ、那須連山は白
く薄化粧した季節へと移り変わり始めました。

ゴルフ愛好会第1回ゴルフコンペ表彰式

2020年10月23日、ホウライカントリークラ
ブにて地区大会記念ゴルフとのWコンペとし
て実施されました。
優勝者 髙木慶一会員
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ニコニコボックス委員会
前田貴宏委員長

幹事報告 秋葉秀樹幹事

委員会報告 植竹一裕副会長

季節の変わり目です。皆様体調にお気を付け
ください。

さて、本日の例会は、ガバナー公式訪問で
す。今年度、RI第2550地区ガバナー、森本敬
三様におかれましては、今年1月には、米国
サンディエゴで開催されました、RI国際協議
会でホルガ―・クナークRI会長から今年度の
方針を託され日本に戻って間もなく、新型コ
ロナウイルス感染症が拡大する事態になりま
した。今年度の地区活動計画の策定には大変
なご苦労があった事に心より感謝申し上げま
す。

そして、ガバナーには、この後卓話を頂き、
今年の方針を伝えていただきたいと思います。
先日10月25日に大田原市勝田屋記念会館にお
いて第2550地区大会が開催されました。新型
コロナウイルス感染症予防のため、地区内会
員1,700名おりますが会長、幹事、地区内48
クラブ96名とパストガバナー、ガバナー補佐
はじめ地区役員の皆様そして大田原中央クラ
ブの皆様だけでの開催となりました。議案審
議、各種表彰があり当クラブもガバナー賞を
いただきました。会員の皆様には当日
YouTubeでの中継配信を見ていただけたと思
います。

また、10月24日は世界ポリオデーでありま
した。今年8月には、アフリカ大陸でポリオ
発症ゼロの報告がありました。ロータリーの
目標のポリオ撲滅に向けて今後とも協力して
まいりましょう。

第14回幹事報告
• 森本ガバナーより地区大会の御礼が届い

ております（回覧）
• 本日例会終了後に理事役員会を開催いた

します。ご参加よろしくお願いいたしま
す。

ゴルフ愛好会 秋間忍会長

今年度第2回のゴルフコンペのご案内です。

第2回ゴルフコンペ
日時；11月29日（日）8時30分集合
場所；那須黒羽ゴルフクラブ
申込締切；11月25日

本日より参加申込書を回覧致しますので、
皆さま奮ってご参加下さい。

職業奉仕委員会 稲垣政一委員長

職業奉仕委員会の稲垣です。
優秀従業員表彰については昨日メールにて

連絡したところです。
提出期限については取りまとめの関係から

今月11月末となっております。
多数の応募お待ちしておりますので宜しく

お願い申し上げます。
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卓話
国際ロータリー第2550地区ガバナー
大田原中央ロータリークラブ
森本敬三様

森本敬三様 公式訪問お世話になりま
す。

髙木慶一会員 森本ガバナーを迎えて公
式訪問よろしくお願いし
ます。

村山茂会員 森本ガバナーをお迎えし
て。
ようこそ黒磯クラブへ！

黒澤洋一会員 誕生祝ありがとうござい
ました。

荒牧明二会員 誕生祝ありがとうござい
ました。

鈴木久雄会員 誕生祝ありがとうござい
ました。

前田貴宏会員 結婚祝ありがとうござい
ました。

吉光寺政雄会員 森本ガバナーを歓迎して。

檜山達郎会員 結婚祝ありがとうござい
ます。

平山博会員 森本ガバナーを歓迎して。

永山三芳会員 結婚記念日ありがとうご
ざいます。

秋間忍会員 ようこそ森本ガバナー。

皆さんこんにちは。
2020ー21年度第1第2グループの推薦をいた

だきまして、2550地区ガバナーを拝命いたし
ました大田原中央RC所属森本敬三と申します。
どうぞよろしくお願いいたします。

先週25日には、会長幹事様、そしてガバ
ナー補佐の秋間様にご出席いただきまして、

地区大会を終了することができました。この
新型コロナウイルス感染症についてロータ
リークラブでの会合で、クラスターになって
はならないということを信念の一つにいたし
まして、7月より公式訪問をさせていただい
てるなかで、会長、幹事さんの懇談のみとい
う原則で公式訪問をさせていただいておりま
す。

大島会長とバナーの交換

しかし、皆様とお会いすることができるの
は、やはり本当に嬉しいことであります。今
まで46クラブまわって参りましたが、会員の
皆さまにお会いすることができましたのは本
当に3分の1ぐらいで、あとは会長幹事様のみ
という公式訪問でございます。

従来とは違うやり方でございますけども、
ご理解いただきまして、ご協力をお願いした
いと思います。

私は今年の1月18日から25日までサンディ
エゴでの国際協議会で勉強してまいりました。
そのときに、ホルガー・クナークRI会長から
「ロータリーは機会を扉を開く」という今年
度のテーマの発表を受けました。私はそれを
受けまして、この地区におきましては、クラ
ブが元気でなければいけないんだと、そのよ
うな気持ちを強くいたしました。そこで魅力
ある元気なクラブを作りましょうという、地
区のメッセージを掲げさせていただきました。

ホルガー・クナークRI会長
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昨年度第1グループでは、2つのクラブが消
滅しまして、非常に私はショックでございま
した。原因を考えますと、クラブ自体が楽し
くなければいけませんし、魅力があってこそ
クラブの皆さんが、活発に活動できるように
なるという思いを強くしたわけでございます。
そうした中で、魅力ある元気なクラブを作り
ましょうということであります。

秋間ガバナー補佐はじめ各グループの補佐
の皆さまとクラブ協議会を開催しまして、五
大奉仕委員会の委員長さまの力がクラブの魅
力を増すためのキーポイントではないでしょ
うか？というお話しをさせていただきました。
やはりクラブの魅力は、会長さんのリーダー
シップはもとよりでございますし、幹事さん
の采配もちろん必要かもしれませんが、五大
奉仕の委員長さんの行動力そして発想力、統
率力といった活動がクラブの活動になって、
その魅力を増していくんだろうと思います。

そして、先ほど「奉仕の理想」というロー
タリーの歌を歌いましたが、その第一番目の
「奉仕の理想に集いし友よ」という歌詞から
もわかる通り、同じロータリーの考え方を共
有する仲間として五大奉仕の活動がクラブの
魅力を増すことであるというふうに私は考え
ました。

そしてそれが、会員の増強に繋がっていく
ことだと思います。皆様方のクラブ現況報告
書にあるRI会長のメッセージの中にも「単な
る数字を求めるようなことをしません」とい
うことを言っております。それはやはり、ク
ラブの魅力、ロータリアンの行動力が新しい
会員の魅力になっているんだろうと思います。
そういうことが会員増強に繋がっていく、同
じ共通の目的を分かち合う仲間として一緒に
集い、奉仕活動を行っていくということ、こ
れが会員増強に繋がっていくだろうというよ
うに思います。そんなことで、「機会の扉を
開く」というRI会長のメッセージ、そして
「魅力ある元気なクラブを作りましょう」と
いうことで、皆様方で共有をしていただけれ
ばと思います。

そしてこのテーマのメッセージのシンボル
デザインでございますけれども、3つのドア
が半開きで開いております。

皆様が見て一番左側のドア、これはクラン
ベリーカラーでございまして、これはロー
ターアクトクラブのシンボルカラーでありま
す。真ん中がゴールド、一番右がブルーでこ
れはロータリーのシンボルカラーです。

これはロータリークラブとロータアクトク
ラブが同じ立ち位置になりましたということ
でございます。

そしてドアが半開きで、これから半歩踏み
出していきましょうというメッセージでござ
います。これはロータリーがこれから変わっ
ていきますというメッセージにもなるのかな
と思います。

昨年度国際ロータリーは、5年間にわたる
行動計画を発表いたしました。そしてその5
年間の行動計画のビジョンというのを発表い
たしました。このビジョン声明を国際ロータ
リーが世界3万6千余のクラブに対して発表し
たということは今までに無かったことであり
ます。これが、ドアが全部ではなく半分開い
た状況でこれからロータリーが変わるという
ことを表して、ロータリークラブがどのよう
に5年後の姿を描いていますかということを
問うているというようにおもいます。

私たちは、世界で、地域社会で、そして自
分自身の中で、持続可能な良い変化を生むた
めに、人びとが手を取り合って行動する世界
を目指しています

これが、ロータリーのビジョンでございま
す。このビジョン声明にのっとって、4つの
戦略的優先事項が発表されました。これは行
動計画に具体的に示されるものとなっており
ます。



次回例会 令和2年11月18日 担当 ロータリー財団委員会

11月4日欠席(敬称略)
荒井昌一・石山桂子・安藤讓治・月江寛智
澤田吉夫・佐藤博

前回10月21日分メークアップ(敬称略)
井出法・時庭稔・永山三芳・瀧田雅仁

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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より大きなインパクトをもたらす。
参加者の基盤を広げる
参加者の積極的なかかわりを促す
適応力を高める

これが今ロータリーが最も優先的に取り組
まなければならないということであります。

こういうことを国際ロータリーでは昨年度
から示してまいりました。それで、今年度は
あらゆる機会の扉を開く、ロータリーは地域
社会でまた世界でというふうにあらゆる機会
を見つけ、その扉を開き挑戦していくという
ことをやっていきましょうということ、これ
が今年度の国際ロータリーのテーマでありま
す。

今までのロータリークラブは単年度主義、
毎年、組織もテーマも変わって、その対応も
変わってまいりましたが、これからはこの長
期ビジョン、このビジョン声明のもとに、4
つの行動計画に則りクラブを運営し、地域社
会の発展のために取り組んでいただきたいと
いうことでございます。

また、このビジョン声明にあることを一般
の人たちに言ってもいいと思います。ロータ
リークラブって何？何をやってるのと尋ねら
れた時にこのビジョン宣言を言っていただけ
れば、ロータリークラブが理解していただけ
るようにもなっております。

ぜひ、このビジョン声明を元にしてクラブ
の活動に取り組んで頂きたいと思います。
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