
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2905回 大島年度 第16回 会報 2020 12-02 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 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（12月2日） 37(7) 34(5) 3(2) 97.1%

前回（11月18日） 37(7) 34(6) 3(1) 95.0% 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、早いものでもう12月で
す。今年は特に早さを感じます。本来なら、
クリスマスのイルミネーションとクリスマス
ソングに心が沸き立つ季節ですが、未だ新型
コロナウイルスの感染が収まる気配すら感じ
られません。経済回復の兆しも程遠く、第三
波の感染拡大が確実に身近に来ています。し
かし、昨今ではコロナ観の違いから気の緩み
が来ている様な気がいたします。各自十分な
る対策を取って頂きますようお願いいたしま
す。また、インフルエンザにも気を付けて体
調管理をお願い致します。
さて、本日の例会は年次総会です。今年度

がスタートしてから5ヶ月が過ぎました。コ
ロナ禍の中での例会開催においては、会員の
皆様のご協力ならびに例会会場であります石
山様の多大なるご協力により、無事予定の15
回の例会を開催する事が出来ました。ありが
とうございます。
前回の理事会において、60周年記念式典の
開催は中止することで決定致しました。

また、ご家族の皆様も楽しみにしていらっ
しゃいました、クリスマス会例会においても、
20組50名の予定者数を下回り、感染拡大を鑑
みましても中止とさせて頂きたいと思います。
今後の事業においては、三密を避けた感染予
防を重点的に考慮し決定していかなければな
らないと思っております。
また、継続事業の見直し（インターアク

ト）等も、検討していかなくてはならないと
思っております。
皆様方の屈託のないご意見を頂戴したいと
思います。宜しくお願い致します。

ゴルフ愛好会
第2回ゴルフコンペ表彰
優勝・イーグル賞 髙木慶一会員

優勝賞品メルセ
デス髙木ベン
トー（目録のみ）
の贈呈

イーグル・特別
会長賞5.000万
円（目録のみ）の
贈呈

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

誕生祝

結婚祝

戸野俊介会員

稲垣政一会員

●旅行愛好会事務局藤﨑善隆会員

去る11月24日に旅行愛好会臨時副会長委員
長会議を行いました。感染症対策のために少
人数での会議と致しましたことをご理解下さ
い。
今後の企画と致しまして、本年4月に予定さ

れ新型コロナウイルス感染拡大のため中止と
なっていた高遠方面の桜追っかけ旅行を、来
年開催を目指し準備する旨確認致しました。
従いまして現在3,000円／月お預かりしてい
る会費も継続して引き落とし・積み立てさせ
て頂きます。
また、大森貞男会長がクラブを退会、会長

を退任されましたので、残任期間を引き継い
で髙木慶一副会長を新会長に選出させていた
だきました。

 第16回幹事報告
• 国際ロータリー日本事務局は、東京都に

おける新型コロナウイルスの感染者数が
過去最多となり、また、重傷者数が大幅
に増加している昨今の状況を鑑みて、12
月1日（火）より12月28日（月）までの間
在宅勤務とさせて頂きますことをお知ら
せ申し上げます。と連絡がきております。

• ロータリーの友 アンケート集計結果報
告（永山雑誌委員長）

• 新入会員の件です。異議等はございませ
んでした。入会に向けて進めてください。

• 2019-2020年度地区年次報告が届きました。
（回覧）

委員会報告の時間です。報告のある委員会
の方はお願い致します。
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ニコニコボックス委員会
檜山達郎会員

●雑誌委員会永山三芳委員長

こんにちは、雑誌委員会です。9月に実施し
ましたロータリーの友に関するアンケートの
集計結果が来ました。本日、結果の方を回覧
していますので、ご確認をお願いします。ご
協力ありがとうございました。

私は長くロータリーにお世話になっており
ますが、スマイルボックス委員会の担当は初
めてですので大変緊張しております。よろし
くお願いします。それでは発表させて頂きま
す。

髙木慶一会員

とちぎ教育の日で教育功績者表彰を
頂きました。ボーイスカウトです。

村山茂会員

年次総会を祝して。
稲垣政一会員

結婚祝いありがとうございます。

4条第1 節）となっておりますので、大島三
千三会長よろしくお願い致します。

議事 大島三千三会長

黒磯ロータリークラブ細則第5条（会合）
第1節により、本クラブの年次総会は、毎年
12月31日までに開催されるものとし、次年度
の役員及び理事を選出すること、また、細則
第1条の4により会員数の1/2（1/3であったも
のを本年度改正）をもって定足数となってお
ります。本日の出席数は、34名ですので、年
次総会は成立致します。また、本日の年次総
会議事録作成にあたり、議事録署名人に時庭
稔君、瀬尾紀夫君のお二人にお願い致しまし
た。
第一号議案年次役員と理事の選出について

ご審議頂く次年度役員と理事の選出について
は細則第3条第1節に基づき、去る11月18日午
前11時より割烹石山にて理事役員指名委員会
が開催されました。その結果、荒牧明二君、
大島三千三君、植竹一裕君、稲垣政一君、安
藤讓治君、髙木茂君、村山茂君、時庭稔君、
井出法君、泉道夫君、鈴木隆子君、藤﨑善隆
君の12名が候補者として選出されましたので
ご審議をお願い致します。

質疑を求めるに無く、質疑を打ち切り採決
を行った結果、満場一致で承認されました。
では、次年度理事役員として承認された方々
は、別室にて担当職務を決定して頂きます。

年次総会

開会 秋葉秀樹幹事
黒磯ロータリークラブ年次総会を開会いた

します。
規定により議長は会長が務める事（細則第
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その間暫時休憩と致します。

〇休憩
〇再開
大島三千三会長より
それでは総会を再開致します。まず、荒牧

明二次年度会長より担当職務とお名前を発表
して頂きます。
荒牧明二次年度会長より、次の通り担当職

務と名前の発表を行った。
〇役員
・会長荒牧明二君
・直前会長大島三千三君
・会長エレクト（副会長兼務） 植竹一裕君
・副会長（ｸﾗﾌﾞ奉仕兼務） 稲垣政一君
・幹事安藤讓治君
・会計髙木茂君
・会場監督村山茂君
〇理事
・ｸﾗﾌﾞ奉仕委員長（副会長兼務）稲垣政一君
・職業奉仕委員長時庭稔君
・社会奉仕委員長井出法君
・国際奉仕委員長泉道夫君
・青少年奉仕委員長鈴木隆子君
・ロータリー財団委員長藤﨑善隆君

選任挨拶

植竹一裕会長ノミニー

皆様こんにちは、次年度会長に選任されま
した荒牧でございます。経験も浅く不安で一
杯ですが、お引き受けしたからには、職務を
果たせるよう、皆様のご指導、ご支援を頂き
まして一年間全うしたいと思います。どうか
宜しくお願い致します｡
奉仕と親睦がロータリーの柱と思います。

皆様のお役に立ちながら黒磯ロータリークラ
ブのメンバーが誇りを持って奉仕活動、楽し
く親睦を深めることが出来るよう勤めて行き
ます。
細かいところまでは勉強不足です。今年か

ら来年にかけて、本気になりましてロータ
リーのことを勉強しなくてはいけないと感じ
ております。黒磯ロータリークラブを活気あ

ふれる会にしたいと思っておりますので宜し
くお願いします。

次年度はどのように運営していくかは、ま
だ、何も決まっておりません。地区の動向を
確認しながら決めていく所存です。

何れにしても会員の皆様のご協力、ご支援
がないと進みません楽しいクラブにしてまい
りますので、宜しく御願いします。

荒牧明二次年度会長

会長ノミニーを仰せつかりました、植竹で
ございます。思い返せば、黒磯に暮らすよう
になって14年、ロータリーに入会してちょう
ど10年になりました。ロータリーに入会した
事でいろいろな方と巡り合う事ができて大変
感謝をしております。

次年度は、今までお世話になった黒磯クラ
ブの皆さんへの恩返しの年となるように、荒
牧会長のサポートに邁進致します。

今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、
よろしくお願い申し上げます。

稲垣政一次期副会長

このたび副会長、クラブ奉仕委員会委員長
兼務という重責を仰せつかりました稲垣です。
会長方針実行のため、副会長として会長を支
えるのはもとより、クラブ奉仕委員長として
各委員会との連携を図っていきたいと思いま
す。



次回例会 令和2年12月9日 担当 五大奉仕委員会

12月2日欠席(敬称略)
月江寛智・鈴木久雄・荒井昌一

前回11月18 日分メークアップ(敬称略)
鈴木久雄・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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何分にも勉強不足につき、今後、皆様には
ご迷惑をお掛けすると思いますが、ご指導ご
協力を仰ぎながら務めさせていただきますの
で、今後ともよろしくお願いします。

安藤讓治次年度幹事

こんにちは。この度、来年度幹事を仰せつ
かりました安藤です。
まだ新型コロナの感染が衰えを見せない中、

いろいろな影響が残っています。来年度もど
うなっているか？まだ見えない状況ですが、
会長をサポートして頑張っていきます。

会計中間報告
髙木茂会計

吉光寺年度の決算報告書及び大島年度の予
算書にあわせて、年度途中（10月31日現在）
の収入支出計算書を配布いたしましたのでご
覧ください。
以上会計報告といたします。

ロータリーのこともまだまだ勉強不足で、
皆様にご迷惑をおかけすると思いますが、宜
しくご協力をお願い致します。

黒磯ロータリークラブ次年度理事役員
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