
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2908回 大島年度 第19回 会報 2021 01-06 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 黒澤洋一君 （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（1月6日） 37（7） 30（2） 7（5） 93.8％

前回（12月9日） 37（7） 31（5） 6（2） 86.1％ 3 97.2％

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、新年あけましておめでとうございま
す。令和3年の新春を各ご家庭にて健やかに
迎えられたこととお慶び申し上げます。本年
も宜しくお願い致します。

昨年は新型コロナウイルスの感染拡大が世
界中を襲い、感染者数8,400万人、死者数は
180万人を超え、人類史上かつてない疫病に
苦しめられた年となりました。人と人との接
触が許されず集団行動の難しさを肌身に感じ
ました。また、夏の盆踊りや秋の巻狩りまつ
りなどイベントは全て中止となり季節感を感
じることもできないまま過ぎ、時の流れを早
く感じた一年でした。しかしながら、人間社
会に大切な人への思い、心の持ち方、コミュ
ニケーションの大切さに改めて気づかされた
一年でもありました。皆様も同じ感覚であっ
たろうと思います。

コロナ感染拡大は昨年暮れより勢いを増し、
私たちのすぐそこまで近づいて来ております。
首都圏においては、緊急事態宣言が明日発令
されます。私たちもここで感染拡大を食い止
める努力をしなくてはなりません。コロナに
対する意識を再確認し、新しい生活様式へ挑
戦をしていきましょう。

止まることを知らないコロナ感染拡大、医
療従事者様のご苦労に対し敬意を表すと共に、
皆様お一人お一人のご苦労に対しましても心
より感謝申し上げます。

今年は、コロナに負けずに！感染拡大の収
束を願い、経済活動が平常に戻り、輝きを取
り戻すことが出来る一年となりますよう
に・・・会員皆様のご健康と事業の繁栄を心
よりご祈念申し上げます。

さて、今年度は、「黒磯ロータリークラブ
創立60周年」の記念すべき年でございます。
諸先輩方のたゆまぬ努力により60年という長
き年月にわたり活動を続けてこられましたこ
とに感謝申し上げます。そして、ここか
ら・・・新たに70年、その先100年と地域社
会に根差した活動を続けて参ります。会員皆
様方のご協力の程宜しくお願い致します。

 第19回 幹事報告
• ロータリー米山記念奨学会より感謝状及

び法人申告用領収書が届いております。
• 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。

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
鈴木隆子会員

委員会報告 植竹一裕副会長

皆さんあけま
しておめでと
うごさいます。
報告のある委
員会の方はお
願い致します。

 鈴木隆子青少年奉仕委員長

あけましておめでとうございます。青少年
奉仕委員会からご報告させていただきます。

皆様にご心配いただきまして、お陰様で黒
磯高校インターアクトクラブに1年生が1人
入ってくれました。何とか希望の光が見えて
参りました。

コロナウィルス感染予防のため色々な行事
が中止され高校生の海外研修等も行えない中
で、何か目標を持ってもらおうと、郷土那須
塩原の歴史探訪等提案しました所、インター
アクトのメンバーから那須疎水について研究
したいとの意思表示がございました。

年末に大島会長はじめ青少年奉仕委員会の
メンバーで高校に参りまして高校生とも今後
の活動について話して参りました。その中で、
活動に関わる移動はコロナの事も考えますと
タクシーを利用する等多少の費用もかかって
来ると思われます。

 髙木茂会計

• 1月分引き落としのご案内
1月20日(水)に引き落としさせていただき

ます。
○年会費（後期分）90,000円（全員）
○観月会参加費 4,000円（参加者1名）
○旅行会会費（11月～1月）9,000円（旅行会
会員）
以上、よろしくお願いいたします。

大島三千三会員 今年も宜しくお願いいた
します。

澤田吉夫会員 コロナが早くおさまりま
すように。本年もよろし
くお願いいたします。

平山博会員 あけましておめでとうご
ざいます。結婚祝いあり
がとうございます。

片田航介会員 新年明けましておめでと
うございます。本年もよ
ろしくお願い致します。

村山茂会員 明けましておめでとうご
ざいます。コロナをぶっ
飛ばせ！

鳥居輝一会員 あけましておめでとうご
ざいます。本年も宜しく
おねがいします。

吉光寺政雄会員 あけましておめでとうご
ざいます。

安藤讓治会員 明けましておめでとうご
ざいます。今年もよろし
くおねがいします。

藤﨑善隆会員 明けましておめでとうご
ざいます。

荒牧明二会員 今年も宜しくお願いしま
す。

石山桂子会員 誕生祝いありがとうござ
います。

秋間忍会員 あけましておめでとうご
ざいます。

秋葉秀樹会員 結婚祝いありがとうござ
います。

瀧田雅仁会員 あけましておめでとうご
ざいます。誕生祝いあり
がとうございます。コロ
ナの一刻も早い終息を
願っています。

費用の調達について、秋間ガバナー補佐か
ら助言を頂きましてインターアクトスマイル
ボックスを作らせて頂きました。読み終わっ
た古本を寄付して頂き、他のメンバーの方が
気に入ったらいくらでもいいのでボックスに
お金を入れて買って頂く、というものです。
ボックスは栃木国体（いちご国体）の記念応
援バンダナでラッピング致しました。どうぞ
皆様の応援よろしくお願いいたします。
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結婚祝

誕生祝

井出法会員 石山桂子会員
（遅刻：瀧田雅仁会員）

秋葉秀樹会員 平山博会員 井出法会員
（欠席：月江寛智会員 瀬尾紀夫会員）

卓話
片田航介親睦委員長

改めまして明けましておめでとうございま
す。

本来なら夜間例会で盛大に新年会を開催す
るところ、本年度は昨今の状況を考えて、お
昼にプチ新年会と言う形で開催することにな
りました。
せっかくの御馳走なので賑やかにやりたい

ところですが、「会食は原則静かに」に則っ
て行いたいと思います。

その代わりにお琴の演奏をお願いしていま
すので、窓際に飾ってあるお花と共に、会話
が出来ない分、視覚、聴覚、味覚で愉しんで
いただければ幸いです。

もしかしたら、このようなスタイルが今後
の会食のニューノーマルになるかもしれませ
ん。

しかし、願わくば来年の新年会は華やかに
開催できると良いなと祈っております。

それでは、短い時間ではございますがお楽
しみください。

会を彩ったお琴の演奏

お正月らしいお料理

デジタルフォトコンテスト表彰式
安藤讓治広報委員長
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デジタルフォトコンテスト受賞作品と受賞者の方々



1月中の例会は中止となりました。以後は幹事からの連絡をご確認ください。

1月6日欠席(敬称略)
瀬尾紀夫・荒井昌一・戸野俊介・永山三芳
佐藤博・月江寛智・檜山達郎

前回12月9日分メークアップ(敬称略)
藤﨑善隆・永山三芳・北畠大輔

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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新年会恒例のお花のプレゼントも行われました

ラッキー1番 稲垣さん

荒牧さん

泉さん

前田さん

小野さん

北畠さん
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