
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2906回 大島年度 第17回 会報 2020 12-09 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9日 37(7) 31(5) 6(2) 97.0%

前回 12月2日 37(7) 34(5) 3(2) 97.1% 1 100％

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

幹事報告 秋葉秀樹幹事

皆様こんにちは、北風の寒さが一段と身にしみる
季節となりました。体調管理に十分注意してくださ
い。
さて、今年を振り返りますと、2月に、新型コロナ

ウイルス感染症が東京を中心に広がり始まり、4月
7日には東京・神奈川・埼玉・千葉・大阪・兵庫・福
岡の7都府県に緊急事態宣言が発令され、4月16
日には対象地域が全国へと拡大されました。那須
塩原市においても、4月24日から5月6日まで非常
事態宣言が発令されました。その後において、延
長され小中学校・高等学校・幼稚園・保育園の休
校も延長になりました。未だかつて経験した事の
ない自粛生活が余儀なくされました。その後、5月
25日8都府県を除き３９県で解除されました。黒磯
クラブにおいては3月から5月いっぱい例会が中止
となりました。

7月は晴れの日が1日もなく雨の日が続き、梅雨
明け宣言が待ち遠しかったです。また、7月4日に
は、九州地方が集中豪雨に見舞われ熊本県では
大規模な水害が発生いたしました。当クラブにお
いて緊急支援物資を皆様から集い7月19日に熊
本県人吉中央ロータリークラブへ送らせていただ
きました。皆様のご協力誠にありがとうございました。

8月に入り新型コロナウイルス感染症第２波の感
染拡大がきました。そんな中、政治においても大き
な変化の年になりました。8月28日に安倍総理大
臣は体調を理由に辞意を表明いたしました。その
後9月16日に菅義偉総理大臣が誕生いたしました。
10月には、地域活性化、商売活性化、経済回復
のためにとgo to トラベルが始まりました。しかし、
感染拡大の影響を大にしたことは言うまでもありま
せん。

11月から新型コロナウイルス感染症第3波の感
染拡大が来ています。クラブ会員の皆様のご家庭
が今日も無事に生活出来ている事に感謝し、今後
においても、なお一層の予防対策を十分にしてい
くことが大切です。
今年も残りわずかとなりました、みんなで新年に

向けて元気に頑張っていきましょう。
会員の皆様のご健康とご多幸をお祈りいたしまし

て、今年一年ありがとうございました。

理事役員会
• 1月プログラム（承認）
• 60周年記念について

組織編成の件（承認）
• IMについて 中止する（承認）

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

委員会報告 植竹一裕副会長

皆さんこんにちわ。報告のある委員会の方
はお願いいたします。

 広報委員長 安藤譲治君

いつもお世話になっております。広報委員長の
安藤です。
来年１月６日（水）、新年会は中止となり、通常の

例会になりますが、卓話の時間をお借りして、デジ
タルフォトコンテストの発表をさせて頂きます。
何人かの方からは写真をお送り頂いていますが、

まだまだ少ないので再度お願いのメールをお送り
させて頂きます。締め切りは本日９日になっていま
したが、１週間延長して１２月１６日（水）まで延長い
たします。
お題に関しては、「楽しい写真・癒やされる写真」

ですが、判断は会員の皆様の自己判断ですので、
自分で楽しい・癒やされると感じるものでしたらＯＫ
です。ぜひ沢山の出展をお待ちしております。

植竹一裕君 今週末、娘夫妻が那須塩原市に越し
てきます。

秋間 忍君 第一グループオンライン会長幹事会
を昨夜行いました。

髙木慶一君 財団委員会事業、市への目録贈呈
が新聞に載りました。※末尾参照

卓話 五大奉仕委員会
半期の反省と後期の課題

 クラブ奉仕委員会 植竹一裕 委員長

大島年度クラブ奉仕委員会の計画として、
1.例会の充実 2.会員相互の親睦の推進 3.会員

 創立60周年記念実行委員会
田中徹委員長

先週行われました理事役員会にて実行委員会
の組織（副実行委員長）が承認されました。開催日
が年間プログラムに2021年4月7日と設定されてお
りますので委員会への配属を早急に決めなけれ
ばなりません。※末尾参照
本年度の例会は本日が最後となりますので配属

の依頼は電話又はメールにてご連絡を致しますの
で宜しくお願い致します。
※ 組織に関して今回の記念事業は極々簡素化さ

れたものになりますので全会員を配置致しませ
んのでご承知おき下さい。

※ 組織確定後は「密」を避けるため担当毎の会合
となります。

• 外来卓話
１月27日 雑誌委員会担当卓話（承認）

• その他
社会奉仕委員会の修繕事業の件（承認）
帳票保存期間（7年）（承認）

幹事報告
• 地区内クラブの例会状況（回覧）
• 2021年台北国際大会のご案内資料（村山国際

奉仕委員長）
• 12月16日の例会は休会になります。
次回例会は1月6日（水）12時30分点鐘になりま

すので、お間違えないようにお願いします。
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 職業奉仕委員会 稲垣政一 委員長

て活動しております。

 社会奉仕委員会 泉 道夫 委員長

皆さんこんにちは大島年度、社会奉仕委員会の
委員長を務めさせて頂いております泉道夫でござ
います。副委員長に井出法様、委員に澤田吉夫
様、小野安正様、安藤譲治様の5名で活動してお
ります。
前半の状況としまして参加事業につきましては、

新型コロナ感染症の為、行事がすべて中止となっ
てしまいました。計画通りには進みませんでした。
九州豪雨災害支援事業においては、皆様には

多大なるご支援を頂きまして誠にありがとうござい
ました。
石山さんにお借りしていた、お届け場所がいっば

いになって置けないほどのご支援がありました。段

増強 4.魅力ある60周年記念式典の開催 5.IMの
積極参加の5本柱を掲げました。
吉光寺年度から大島年度の委員長引継ぎ会か

ら世界的に拡散されているコロナウイルス感染予
防のため引き継ぎ会の中止に始まり、例年とは異
なる船出となりました。

計画の中で、会員相互の親睦の推進については、
感染予防の観点から親睦の根本のひとつとなる夜
間例会の中止(クリスマス家族会・新年会)、大規模
な親睦の場所を提供する事が難しい状態でありま
す。60周年記念事業につきましても記念事業だけ
となり、懇親会は中止となっております。また、積極
的参加が目標であったインターシティーミティング
も残念ながら、中止が決まってしまいました。そん
な状況の中で、例会の充実については*外来卓話
が、7回あり外部の情報を得る事が出来ているかと
思います。特に、武田RID2550地区ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・IT
委員長の卓話はzoomという今の時代に合わせた
新しい試みであったと思います。また、会報委員会
の卓話では、会報が作成されるプロセスというお話
で、新しい角度からの卓話だったかと思います。
また、会員増強についても北畠君の入会と更に

三森医院の三森薫様へのお声掛けが正式に決ま
りました。入会される事を願って止みません。このよ
うな状況の中では明るい材料と言えるでしょう。残り
半年しか無いと思わずに、まだ半年あるという気持
ちで前向きに後半戦に望みをかけて努力したいと
思っております。今後ともよろしくお願いいたします。
*外来卓話(敬称略)
○1野崎賢治 北那須郷土史研究会 ○2枝正博
栃木県交通安全協会
○3武田文夫 第2550地区ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ・IT委員長
○4林美幸 那須塩原市市民活動センター
○5小島好己 東京弁護士会 ○6森本敬三
RID2550ガバナー
○7渡辺美知太郎 那須塩原市長

大島年度、職業奉仕委員長を仰せつかりました
稲垣です。
職業奉仕委員会における、半期の反省と今後の

課題を発表します。副委員長に瀧田雅仁様、委員
に時庭稔様、相馬征志様、永山三芳様、計5名に

本年度の計画については、
1. 新入会員に「四つのテスト」を配布する。
2. 会員手帳の作成・配布をする。
3. 職業奉仕月間に、優秀従業員表彰を行う。
以上の3つを計画しました。

1. 新入会員に「四つのテスト」を配布については、
既に新規会員に配布しております。

2. 会員手帳の作成・配布については既に皆様
に配布しております。

3. 優秀従業員表彰については、応募期限が11
月末のところ、表彰予定件数の応募がござい
ました。来年1月20日の表彰式にむけて、現在、
選考会を計画しているところです。表彰式に
はご協力よろしくお願いいたします。

以上が職業奉仕委員会における、半期の反省と
今後の課題でした。今後ともよろしくお願いします。
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ボール21箱分を人吉中央ロータリークラブボラン
ティアセンターに送付することができました。
本来ならば、社会奉仕委員長の私が提案する内

容でしたが、大島会長がすべての段取りしてくれ
て、補佐すら思うようにできませんでしたので大島
会長には重ねてお礼申し上げます。
これからの事業として支援活動としては、各種ボ

ランティア団体への活動資金援助、那須山岳救助
隊、那須保護区保護司会、ボーイスカウト&ガール
スカウト、子とも食堂等に資金の援助をしていきた
いと思います。
継続事業としまして①那珂川水質調査の実施②

那珂川河畔公園の街灯の更新事業。これらにつき
ましては理事役員会で決済を頂いております。
社会奉仕の理念に基づき意義ある奉仕活動を

通して地域社会に貢献出来るように取り組んでい
きます。宜しくお願い致します。

 国際奉仕委員会 村山 茂 委員長

本年早々から世界的なコロナウイルス感染症の
大流行により、本年度予定されていた1年交換留
学生の受入れ、あるいは、米山記念奨学生受入れ
中止。更には国際大会の中止など国際的な活動
が困難な状況になっております。現在もその終息
のめどが立っておりません。
その様な中ではありますが、ロータリーの理念に

基づき、国際奉仕に関する諸団体・活動への協力
を通して、早期の国際奉仕活動体制の復旧に努
めてまいりたいと考えております。
なお、2021年ロータリー国際大会の案内が届い

ておりますのでご案内いたします。
• 開催年月日 2021年6月12～16日（5日間）
• 開催場所 台湾 台北市
国際大会では、世界中のロータリーファミリーとつ

ながり、新たな奉仕、友情、協力の機会を発見し、
地域社会に持続可能なインパクトをもたらす方法
を学ぶことができるかもしれません。
また、開催地である台湾の近年の目覚ましい経済
的発展は皆様ご承知のとおりです。
一方で、歴史的な建造物や伝統が現代アートや

文化と共生する都市「台北」なども見どころだと思
います。
〇将来のヴィジョン
今般の新型コロナウイルスパンデミック、過度な

貨幣経済による所得格差と貧困、地球環境の変化
化に伴う異常気象そして大規模災害の頻発など、
まさに激動の様相を呈している中で、ロータリーの
基本的理念の一つである「国際理解、親善、平和
を推進する」ことの重要性は、益々期待されるもの
と考えております。
そのためには、やはり世界中の人々との交流と親

睦は欠かせないものと確信しております。 デジタ
ルテクノロジーの目覚ましい発展により、情報のや
り取りはデジタル機器を使えば、それこそ何時でも
どこでも容易に出来るようになりましたが、実際の
生活・文化の相互理解までには至りません。
将来とも継続して国際理解と親善、そして、世界

平和を推進するためには、今まで以上に青少年に
よる国際交流の機会を設けていく必要があると思
います。そのために交流の期間、カテゴリーを柔軟
にし、参加しやすくする方向で考えてみてはと思い
ます。
最後になりますが、本年度の当委員会は和気勝

利副委員長、瀬尾紀夫委員、片田航介委員、鈴
木久雄委員の計5名で担当いたしております。以
上、国際奉仕委員会のご報告といたします。

 青少年奉仕委員会 鈴木隆子 委員長

青少年奉仕委員会の経過報告を致します。
本年度は副委員長に安藤さん、委員に秋間さん、

澤田さん、戸野さんと5人で運営いたしています。
現在の厳しい状況で様々な行事も行えずにいる

中、黒磯高校のインターアクトのメンバーも2年生2
人だけというかなり寂しい現状です。
活動として「那須塩原市の歴史探訪」等提案をい

たしましたところ、生徒さん達から「那須疎水」の事
について調べてみたいとのお返事を頂きました。ま
た、先週、秋間ガバナー補佐からローターアクトの
方々や広くロータリーの方々のご協力を頂いて、ご
家庭で不要になった本を集めて売って、社会福祉
協議会等に寄付したり等のご提案も頂いた所です。
これからの後半で、黒磯高校のインターアクトのメ

ンバーや担当の須藤先生とも打ち合わせの上、精
一杯の活動をしていきたいと思っています。その中
で活動に興味を持ってインターアクトのメンバーに
加わってくれる生徒さんも募集していきたいと
思っています。



次回例会 令和3年1月6日 担当 親睦委員会

12月 9日欠席(敬称略)
荒井昌一・藤﨑善隆・戸野俊介・瀬尾紀夫
永山三芳・北畠大輔

前回 12月 2日分メークアップ(敬称略)
鈴木久雄

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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（2020.12.07 下野新聞）
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