
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2922回 大島年度 第33回 会報 2021 05-26 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(5月26日） 37(7) 32(5) 5(2) 94.0％

前回(5月19日) 37(7) 31(6) 6(1) 86.0% 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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お客さま
那須塩原市長 渡辺美知太郎様

皆さんこんにちは、ここ数日梅雨を思わせ
る様な天気が続き、鬱陶しさを感じます。し
かし、朝夕聞こえるホトトギスのさえずりに、
心和み癒されます。皆さんの地域では、自然
を感じることが出来ますか？ 先日、5月23
日（日）下野新聞、地域限定「那須塩原版」
のページが皆さんのお目に留まりましたで
しょうか？自然豊かで、湯量豊富な温泉があ
る那須塩原市、この街の素晴らしさを埋もれ
させる事なく情報を発信させていかなくては
ならないと思います。私たち黒磯ロータリー

会長挨拶 大島三千三会長

国際医療福祉大学 IUHWﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 福田規予子様

那須塩原市図書館みるる館長
山田隆様

2020-2021 RID2550ガバナー
大田原中央ロータリークラブ
森本敬三様
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那珂川河畔公園内街灯更新工事
目録贈呈
泉道夫社会奉仕委員長

クラブが出来る事を見つけていきましょう。
さて、本日の例会に、那須塩原市長、渡辺

美知太郎様には大変御多忙のところご訪問頂
き誠にありがとうございます。2年に渡り進
めて参りました、那珂川河畔公園街頭更新事
業が終了しました。運動場入口に設置されて
おりました街灯を駐車場の植込みに移動して
設置いたしました。本日、市長に目録をお渡
ししたいと思います。市民の安心安全、防犯
対策の一役になれば幸いです。

また、本日の例会に国際医療福祉大学ボラ
ンティアセンターより、福田規予子様がお見
えになっておられます。すでに、皆さんにお
願いをしておりました、困窮学生の皆様へ食
料品の支援をさせて頂きたいと思います。ま
だまだ落ち着く様子のない新型コロナウイル
ス感染拡大の大きな渦、学生の皆様には負け
ないで勉学に励んで頂きますようご祈念申し
上げます。

また、卓話の講師として那須塩原市図書館
館長であります山田隆様にお越しいただいて
おります。昨年夏よりコロナ禍の中、みるる
（那須塩原市図書館）が開館し、市民が集う
憩いの場になるはずでしたが、新型コロナウ
イルス感染拡大の影響で思うような運営が難
しい事をお察しいたします。コロナ収束の後
には、黒磯駅前活性化の中心となる事をご期
待申し上げます。

皆さんこんにちは。社会奉仕委員会の泉道
夫でございます。他に井出副委員長、澤田委
員、小野委員、安藤委員の5名で運営してお
ります。本日はお時間を頂戴し、渡辺美知太
郎市長をお迎えして那珂川河畔公園内街灯の
贈呈式を行います。贈呈式に先立ちまして、
更新した街灯の写真を3分ほど上映致します。
街灯の施工は那須電設の佐藤博さんにお願い
しました。ありがとうございました。

渡辺美知太郎市長には、コロナ対策、ワク
チン手配、経済対策、そして突発的に発生し
た豚熱等、昼夜を問わずのご奮闘に対し感謝
申し上げます。

私どもの旅館ホテル業に対しても、第2回
のリフレッシュキャンペーンで大変助かりま
した。ありがとうございました。

国際医療福祉大学困窮留学生支援
目録・支援金贈呈
村山茂国際奉仕委員長

那須塩原市長渡辺美知太郎様

この度は素晴らしいLED照明をありがとう
ございます。25年前にご寄付頂いたものを経
年劣化のため新たに更新していただきました。
照明はとても重要でありますので心より感謝
申し上げます。市民の安心安全のために活か
していければと思います。

この場をお借りして、コロナワクチンの件
についてお話しします。いろいろとご迷惑を
おかけし申し訳なく思っております。当初9
月までの予定であったものを国からの要請も
あり7月末までに希望される方への接種を終
えるために努力をしております。感染リスク
の高い65才以上の方の接種を一刻も早く終え
経済を回していくべきと考えております。6
月初頭までに、今回予約できなかった方への
ご案内をお届けます。個別接種・集団接種の
枠も広げます。ワクチンは全員の人数分確保
されておりますのでご安心ください。

本件につきましては、本日もお越し頂いて
おります、国際ロータリー第2550地区森本敬
三ガバナーよりご案内を頂き、黒磯クラブと
致しましても僅かではございますが、お役に
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立てればとの思いから、会員各位にご協力を
お願い致しました。

その結果、皆様には絶大なるご協力を頂き
ましたことをご報告申し上げます。その後、
その目録をお渡しさせて頂きます。

困窮されている学生の皆様には、これにく
じけることなく、今後とも勉学に励んで頂く
よう、心からご期待申し上げる次第です。

国際医療福祉大学 IUHWﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰ
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 福田規予子様

本日は多大なるご支援ありがとうございま
す。学生応援プロジェクトの様子についてご
報告致します。

「コロナ禍でアルバイトが出来ない」、
「実家からの仕送りが減って困っている」学
生から寄せられた声にIUHWボランティアセン
ターでは地域の皆さまからご支援をいただき、
学生に向けて食料支援を4月21日よりスター
トさせました。

775名の学生が応募してくださいました。
先着100名への配布が終わり、4月28日からす
べての学生にお食事セットが渡るよう、地域
の方々、大学の先生方よりご支援していただ
いたお品物を5～6日分にしてお渡ししており
ます。

ボランティアセンターに遊びに来てくれる
学生と放射線情報科学科の先生が袋詰めを手
伝いに来てくださいました。

1人分はこのような品物が入っております。

理学療法学科の学科長（右）、放射線情報
科学科の教員（左）配布を手伝ってください
ました。

たくさんの皆さまに支えていただきながら
5月21日775名の学生さんにお食事セットの配
布が完了しました。

現在、継続的に支援の必要な学生約120名
に向けて準備をすすめております。

2020-2021 RID2550ガバナー
大田原中央ロータリークラブ
森本敬三様

皆さんこんにちは。大量の支援物資ありが
とうございます。学生さんと黒磯クラブがこ
れを契機に親交を深めて頂ければと思います。

また、まもなく私のガバナー年度が終わり
ます。皆様に支えて頂きありがとうございま
した。特に秋間補佐様、ガバナー月信をお願
いしている髙木様、本当にありがとうござい
ました。
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委員会報告 植竹一裕副会長 ニコニコボックス委員会
前田貴宏委員長

幹事報告 秋葉秀樹幹事

安藤讓治青少年奉仕副委員長

5月20日に会長・幹事・青少年奉仕委員の
メンバーで黒磯高校の和久井先生とインター
アクト年次大会についての打合せを致しまし
た。日程につきましては学校行事も踏まえま
して8月9日で調整ということになり、その後
学校の方で確認が取れまして8月9日で決定致
しました。
また、形態はまだコロナの影響もあります

ことから去年と同様Zoomでということになり
ました。
内容につきましてはこれから詰めて参りま

すが、この1年間は、どのクラブもコロナの
影響により活動がほとんど出来ていないこと
と思われますので、活動報告を短縮して、高
校生にとって魅力的な講師をお願いしての記
念講演はどうかという意見が出まして、現在
その方向で動き始めています。

それからBook Actionで皆様にご協力頂き
ました本の売上が、20日の時点で63,000円に
なっていまして、こちらもインターアクトク
ラブとして有効活用してくださいということ
で先生にお渡しして参りました。
ロータリーの会員の皆様の気持ちはしっか

りと伝わって、黒磯高校インターアクトクラ
ブがしっかりとつながっていけることと信じ
ています。
ご協力本当にありがとうございます。今後

ともどうぞよろしくお願い致します。

安藤讓治次年度幹事
本日例会後次年度理事役員会を行いますの

でお残り下さい。また、次年度出席免除を申
請される方は私の方までご申請下さい。

2021-22年度理事役員委員会組織発表
荒牧明二会長エレクト

皆様こんにちは、今日は国際ロータリー第
2550地区森本敬三ガバナーを始め、那須塩原
市図書館長山田隆様、国際医療福祉大学IUHW
ボラティアセンターコーディネーター福田規
予子様、那須塩原市長渡辺美知太郎様多忙な
ところご参加有難う御座います。

それでは、次年度役員の発表を行ないます。
委員長及び副委員長のみを発表とします（※
詳細は最終ページに掲載します）。

次週6月2日の例会終了後、新旧役員引継ぎ
会を行ないますので、ご出席下さい。参加で
きない委員長様は代理の副委員長さんもしく
は委員さんが出席して下さい。

なお、次週は理事役員会が御座いません。
宜しく御願いします。

幹事報告
6月2日（水）の例会終了後に委員会引継ぎ

会を行います。不参加の場合には前後の委員
長と相談の上、引継ぎを行ってください。

・RID2550ガバナー 森本敬三様
・髙木慶一会員

森本ガバナーをお迎え歓迎して
・小野安正会員

特にありません
・嶋中恵子さん

ボランティアに協力できるものがなかった
のでスマイルボックスへ
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卓話
ﾛｰﾀﾘｰ情報委員会石山桂子委員長

こんにちは。ロータリー情報委員長の石山
です。今日は外来卓話を那須塩原市図書館館
長山田隆様にお願いしました。図書館の建設
と共に道路が整備され、街並みが本当にきれ
いになりました。日中は外から図書館の中は
見えませんが、夜になると中の様子が見えま
す。私の店の玄関の格子と、図書館の本棚が
融合されて素晴らしく、昼と夜の図書館の構
造には驚くものがあります。

コロナ禍の中で、延期のオープンと館長に
おかれては大変なご苦労があったもの思いま
す。それではオープンからこれまでの図書館
のことについてお話し頂きたいと思います。

那須塩原市図書館みるる館長
山田隆様

皆さんこんにちは。那須塩原市図書館みる
る館長の山田と申します。昨年4月から館長
を仰せつかっており、2年目となります。資
料を使ってご説明いたしますのでご覧下さい。
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次回例会 令和3年6月2日 担当 クラブ協議会
（クラブ奉仕各委員会年度総括）

5月26日欠席(敬称略)
荒井昌一・鈴木隆子・和気勝利・戸野俊介
北畠大輔

前回5月19日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・植竹一裕

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 8
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