
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2921回 大島年度 第32回 会報 2021 5-19 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（5月19日） 37（7） 31（6） 6（1） 86｡0％

前回（5月12日） 37（7） 29（4） 8（3） 85.0％ 2 92.0％

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、市内地域を見渡します
と、田植えがほぼ終了し、「さなぶり」の日
を待っています。また、カエルの大合唱が
「夏が来る」季節を感じさせてくれます。西
日本では、3週間ほど早い梅雨入りとなりま
した。季節の移り変わりが早いですね。熱中
症に気を付けて、体調管理に努めて下さい。

さて、5月はロータリーの青少年奉仕月間
です。皆さんの地域では、自治会活動やPTA
活動、育成会活動、その他諸団体の活動は盛
んに行われていますか？地域の子供たちに声
を掛けていますか？

私たちが子供の頃は、叱ってくれる大人、
遊んでくれる大人、見守ってくれる大人が地
域にたくさんいました。しかし、今の子供た
ちは、大人の背中を知らない様な気がします。
それは、現在の大人たちが、地域に感心が薄
く、個人的な考えを主張し関わりを持ちたく
ない、という寂しい現状の現れではないで
しょうか。

私たちロータリアンは、地域の一員として
子供たちを見守る大きなお世話係として活動
して行かなければならないと思っています。

先週の例会で黒磯高校インタ―アクトクラ
ブの活動報告がありました。3年生2名、2年
生1名の3名で活動しております。令和3年度
の活動目標は、那須疎水と黒磯高校の歴史に
ついて勉強して行くと発表がありました。黒
磯高校インターアクトクラブの発足に関わっ
た黒磯クラブとして、積極的な活動支援をし
て参りましょう。

先週の理事役員会において、国際医療福祉
大学ボランティアセンターより学生支援活動
に伴うご協力のお願いが届き協議致しました。
学生の皆さんも新型コロナウィルス感染症の
感染拡大に伴い、苦しい生活をしている学生
が多くいるそうです。黒磯クラブとして10万
円の寄付と食料品の支援を行う事を確認致し
ました。食料品の支援については、メンバー
の皆様及び皆様の事業所のご協力をお願い致
します。来週の例会（5月26日）までに、石
山さんまで食料品の持ちよりをお願い致しま
す。

お客さま
株式会社アドタウン代表取締役
石下かをり様

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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委員会報告 秋葉秀樹幹事

幹事報告 秋葉秀樹幹事

幹事報告

• RIバーチャル台北国際大会のプログラム
のお知らせ（村山国際奉仕委員長）

• 西那須野ロータリーより週報が届いてお
ります。（回覧）

理事役員会

• ６月プログラム（承認）
• 国際医療福祉大学支援の件

10万円を支援する。（承認）
• その他

社会奉仕委員会の河畔公園街頭設置
の目録贈呈式を5月26日の例会時に那
須塩原市長をお迎えして行います。

村山茂国際奉仕委員長

地域密着情報メディア ディレクター
佐藤利行様

鈴木隆子青少年奉仕委員長

青少年委員会からご報告いたします。
先週の例会の卓話で黒磯高校インターアク

トクラブの皆さんから現在の活動状況につい
て報告して頂きました。コロナの影響でほと
んどの行事が中止になっています中ですが、
そんな中でも前向きに活動している様子がよ
く伝わって来ました。

インターアクトクラブの活動応援を目的と
しまして「Book Action」のご協力をお願い

困窮学生支援プロジェクトについて
〇担当委員会 国際奉仕委員会
委員長 村山 茂
副委員長 和気勝利
委員 瀬尾紀夫 片田航介 鈴木久雄

〇プロジェクト名
国際医療福祉大学留学生等困窮学生支援活動

〇趣旨
新型コロナウイルスの影響による同大学留

学生等、困窮学生応援のため、食品等現物に
よる支援活動を行う。

〇支援内容
① 食品（賞味期限3か月）

米、缶詰、レトルト食品（カレー、
丼もの、パスタソースetc）、乾めん
（パスタ等）、100％ジュース（果物、
野菜）、飲料水、フリーズドライ食
品、お菓子等、その他

② 生活用品
③ これらを会員の皆様個々にご持参いただ

き、黒磯クラブとして同大学ボランティ
アセンターに寄贈する。

④ 寄贈目録の作成
後日のため寄贈目録を作成するので、
別紙により持参品目名等を担当委員
会にご提出ください。

⑤ 持参期日及び場所
令和3年5月24日（月）までに割烹石
山さん1階

⑥ 寄 贈 日
令和3年5月26日（水）例会にて
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いたしてまいりましたが、お陰様で32,000円
（その後またご協力頂いて62,000円になりま
した）集まりました。本をお持ち下さったり
買ってくださいまして本当にありがとうござ
いました。

今年はインターアクトクラブ年次大会が当
番ですので、明日黒磯高校に行って参ります。
その時にこのお金もお渡ししてまいります。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします

黒澤洋一会員

新型コロナ感染が終焉し、普通の生活が一日
も早く戻りますように。
瀧田雅仁会員

5月16日コロナワクチン接種2回終了しました。
今後は市民の皆様の接種が進みますよう協力
したいと思います。

卓話
SAA 井出法委員長

安藤讓治次年度幹事

来週例会終了後荒牧年度の理事役員会を行
いますので該当の方はお残り下さい。

秋間忍ゴルフ愛好会会長

大島年度最後、第4回のゴルフコンペを6月
20日那須国際カントリークラブで行います。
出欠を回覧しておりますのでご記入ください。
6月16日まで申込み受付しますのでお申し込
みをお願い致します。

ニコニコボックス委員会
前田貴宏委員長

大島年度 SAA(会場監督)委員長井出です。
副SAAとして、泉会員、瀧田会員、安藤会

員、北畠会員を含め計5名のメンバーで、主
な役割は、例会段取り・式次第準備、確認・
司会進行等、となっております。

残り約1ヵ月半となりましたが、今後とも
よろしくお願いいたします。

本日のお客様のご紹介をさせていただきま
す。

株式会社adtown 代表取締役
石下 かをり 様

でございます。
大田原女子高校、青山学院大学卒業後、日

本航空入社。バンコク・プーケット在住の最
中、スマトラ島沖大地震で被災、九死に一生
を得て日本帰国。2006年、地元地域貢献を目
指した栃木県北情報誌「adtown社」を設立。
現在、栃木県北を中心としたあらゆる業種の
タウン情報誌「adtown」の発行を行うととも
に、「みんなの那須ポータルサイト」webを
立ち上げ、主に地元有識者様や経営者との対
談参加型YouTube「みんなの那須ポータル
ちゃんねる」の配信を行っています。

紙媒体（adtown）とweb (みんなの那須
ポータルサイト)とYouTube(動画配信)で栃木
県初のメディアを目指しています。

このコロナ禍、あらゆる業種の企業活動が
停滞する中、様々な業種経営者とのコミュニ
ケーションを促進するとともに、Webを最大
限に活用したポータルサイトの立ち上げ等、
マーケティング上の仕掛けも次々と実践して
おります。
本日はよろしくお願いいたします。

株式会社adtown 代表取締役
石下 かをり 様

株式会社adtown代表取締役 石下かをり
と申します。

奇数月の一日に発行いたします県北の情報
誌アドタウンとウェブサイト（みんなの那須
ポータルサイト）、毎週金曜日の夜8時から
放送のYouTube番組（みんなの那須ポータル



次回例会 令和3年5月26日 担当 ロータリー情報委員会

5月19日欠席(敬称略)
荒井昌一・時庭稔・永山三芳・植竹一裕
戸野俊介

前回5月12日分メークアップ(敬称略)
藤﨑善隆・時庭稔

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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ちゃんねる）を運営致しており、今年で16周
年目を迎えます。

昨年の9月に「栃木県北にメディアを創ろ
う」と呼びかけをして現在、「みんなの那須
ポータルサイト（web）、みんなの那須ポー
タルちゃんねる（YouTube）」を運営。総勢
20名程のスタッフが集い、今日に至っており
ます。
地上波からの視聴者離れ、特に20代から40

代は顕著である昨今、それに伴う広告が地上
波からネットへと逆転してしまった現在、見
方を変えれば、地方から全国への情報発信が
可能な時代になりました。
コロナ渦であえぐ地域商店や飲食店、及び

観光業等の支援となるメディア媒体の存在は、
インバウンドと地域おこしの超重要課題と認
識致しております。

現在は(株)adtownからの資金提供と、地
域を愛する地元住民の有志達による労務提供
で運営を賄っております。
地域を支える多くの企業からの協賛と支援

を頂き、相互に大きく発展していきたいと
願っております。
本日はお招きいただきましてありがとうご

ざいました。
これからもどうぞ宜しくお願い致します。

栃木県北タウン情報誌「adtown」
adtown（あどたうん）は、栃木県北部の地

域情報を掲載したクーポン付地域密着型フ
リーペーパーです。弊社は主に、20代後半〜
の女性をターゲットとしております。この
100年に一度の不況と言われる昨今の折、こ
の年代の女性は、多くの情報の中から鋭い視

点によって、【より良いもの】・【より堅実
なもの】を選び抜く消費行動力を持っている
からです。そして、特に『食』・『美』、最
近では『エコ』や『健康』などに関心が高く、
ヘルシーでオーガニックなもの・癒し、デ
トックス効果、スローライフなどの情報に敏
感です。そこで弊誌でも、上記のような内容
を中心に、社内女性スタッフ自身が他の方に
勧めたいと思ったお店に広告掲載の依頼をし、
集めた多くの情報を掲載、出版しております。
読者アンケートでもターゲットとしている世
代の女性からご回答を多数いただいておりま
す。さらに弊誌では読者の興味を誘うため、
地域に密着した観光情報などを掲載、また、
利用頻度が高いスーパーへの設置により更に
多くの読者が広告へ目を通す機会が増えるよ
う考慮しております。また、ビジュアルでの
訴求にも力を入れており、大きい見やすい写
真・高品質の紙を使用した写真の刷り上がり
にはクライアント様にもご好評をいただいて
おります。
（「adtown」ホームページより）
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