
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2915回 大島年度 第22回 会報 2021 03-03 司会 安藤讓治君

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 鳥居輝一君 （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（3月3日） 37（7） 32（5） 5（2） 91.0％

前回（1月6日） 37（7） 30（2） 7（5） 93.8％ 2 94.0％

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

皆さんこんにちは、いつの間にか梅の花が
咲き、河津桜もほころび始め、日差しの暖か
さに小さな春の訪れを感じます。本来なら心
踊る季節ですが、栃木県も1月13日から2月8
日まで 緊急事態宣言地域に指定されて、当
クラブの例会も1月20日予定の例会から連続
して5回の例会を中止させて頂きました。本
日は2か月ぶりの例会の開催となります。し
かし、那須塩原市内の感染状況においては、
2月27日に5名の感染者が確認され、また大田
原市内においても3名の感染者が確認され、
クラスターの発生が発表されております。県
北地域においては緊急事態に戻ったと同じ状
況でございます。今後の感染拡大が非常に心
配されます。

新型コロナ感染症の世界での感染者は1億
1,400万人に達し、死者数251万人を数えます。
日本国内では、感染者数43万人、死者数
7,700人を超えました。私たち一人一人の感
染予防

対策の徹底が必要です。3月10日の例会につ
いては開催を予定していますが、感染の拡大
状況においては中止を考えざるを得ません。
そこで、本日の例会は地区情報で澤田吉夫

地区委員の担当でございましたが、コロナ禍
の中、通常例会の開催が困難な状況の為、オ
ンラインによる情報交換を積極的に取り入れ
る必要があると考え、IT推進委員の高木慶一
会員と秋間ガバナー補佐にお願い致しまして、
スマホでもできるZoom会議の開催手順を勉強
する内容に急遽変更させていただきました。
本日の例会で、学び得たものを有効に活用

し、皆様と繋がる例会にしたいと思います。
今、ワクチン接種のスケジュールが進んで

おりますが、遅れても早くなることはないよ
うです。まだまだ、感染予防の徹底が必要か
と思われます。気を引き締めていきましょう。

RID2550 地区委員委嘱状交付

ソーシャルメディア並びにIT推進委員 秋間忍君

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

2月理事役員会報告
（幹事よりメール配信済）
・3月プログラム
承認されました

結婚祝い

澤田吉夫君（欠席 荒井昌一君）

誕生祝い

大島三千三君 泉道夫君 安藤讓治君

会員組織委員 澤田吉夫君

ロータリー財団・資金推進並びに恒久基金/大口
寄付推進委員会委員 和気勝利君（欠席）

・60周年記念について
大島年度内では中止にする。次年度以降で開
催可能な時期に行う。
・その他
クラブ戦略委員会のクラブ目標を大島年度内
は検討中にする。よってクラブ現況報告書の
印刷を行う。

第22回幹事報告
・国際ロータリー日本事務局（東京都港区）
は、2021年3月末まで在宅勤務を延長させて
頂きますことをお知らせ申し上げます。
・ＰＥＴＳ、地区研修・協議会について連絡
がありました。（荒牧会長エレクト）
※本日例会終了後に理事役員会を開催します。
ご参加よろしくお願いいたします。

 髙木茂会計

3月の引落のご連絡を致します。
• 60周年準備積み立て金 10,000円 全員
• 旅行会2−4月3ヶ月分 9,000円 旅行愛好

会会員
となっております。
3月22日に引落となりますので宜しくお願

い致します。
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ニコニコボックス委員会
鈴木隆子委員

卓話
 栃木銀行黒磯前田貴宏支店長

栃木銀行黒磯支店におきまして1月に新型
コロナウイルス感染者が発生しご心配おかけ
しました。発覚当日に消毒等を行い通常営業
致しました。濃厚接触者もなく、本人も回復
して職務に復帰しております。
その後も継続して感染防止対策を行い、幸

いなことにそれ以上の感染拡大は防げており
ます。ご心配おかけ致しましたことをお詫び
申し上げます。今後ともよろしくお願い申し
上げます。

 相馬征志君

フォトコンテストで金賞を頂き、ありがとう
ございました。
 安藤讓治君

誕生祝いありがとうございました。
 泉道夫君

誕生祝いありがとうございます。
 藤﨑善隆君

再会を祝して
 檜山達郎君

しばらくですね！
 瀧田雅仁君

例会再会おめでとうございます。

IT推進委員 髙木慶一君

久しぶりに開催される例会の卓話担当をIT
推進委員がいただきました。

地域社会の奉仕団体としてコロナ感染拡大
防止対策下にあっても、奉仕活動に必要なク
ラブ内のコミュニケーションを十分確保でき
るようにするための手法を模索しております。
今回例会では全メンバーがスマホ、パソコン
を利用してオンライン会議（インターネット
通信：Zoom）ができるようになるための研修
を行います。従いまして、分からないこと、
疑問に思うことがありましたら、何度でも、
遠慮なく分かる人に質問してください。それ
でも分からないときは皆で一緒に調べましょ
う。
• 「Zoom」はZoomビデオコミュニケーショ

ンズという米国の会社が提供するオンラ
イン会議サービス（アプリ、ソフト）の
名称で、現在国際ロータリーの標準的コ
ミュニケーションツールになっています。

• 「Zoom」でオンライン会議を開催する場
合、仮想のオンライン会議場を用意し、
参加者に「招待」を出して会議の世話を
する係を「ホスト」と呼んでいます。



次回例会 令和3年3月10日 担当 出席委員会

3月3日欠席(敬称略)
鈴木久雄・荒井昌一・田中徹・和気勝利
井出法

前回1月6日分メークアップ(敬称略)
瀬尾紀夫・荒井昌一・佐藤博・月江寛智
檜山達郎・戸野俊介・永山三芳

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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• 「ホスト」からオンライン会議の「招
待」をもらってオンライン会議に参加す
るだけなら、メールの一行をタップ（ク
リック）するだけで簡単に参加できます。

• そのためには、少々面倒な準備を一回だ
け、やらなければなりません。

今回の研修目的は、この一回だけやらなけ
ればならない少々面倒な準備を、皆で一緒に
やることにあります。

各自がPCやスマートフォンを持参し、Zoom
のインストールのために必要な言葉（サイン
アップ、アカウント、パスワード、メールア
ドレス・・・）の説明と入力支援、アカウン
トの安全を確保するために必要なパスワード
の説明がなされ、オンライン会議に参加する
ためのリハーサルを実習しました。

大田原信用金庫黒磯支店 垣内麻実様

滝田メディカルクリニック 戸村環様

大和リゾート㈱ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ那須 平山篤様

職業奉仕委員会 優秀従業員表彰

職業奉仕委員会においては、職業奉仕月間
の1月20日例会時に優秀従業員表彰を行うこ
とを計画しました。令和2年12月14日大島三
千三会長、秋葉秀樹幹事、職業奉仕委員によ
り選考会を実施し、応募の中から優秀従業員
が選出されました。
緊急事態宣言により例会は中止となり表彰

式は出来ませんでしたが、職場へ赴き優秀従
業員の表彰を行ったことを報告します。
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