
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2923回 大島年度 第34回 会報 2021 06-02 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（6月2日） 37(7) 30(5) 7(2) 85.7%

前回（5月26日） 37(7) 32(5) 5(2) 94.0% 1 97.0％

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、空を押し上げる様に咲
いていたハナミズキの季節から、七色に変化
する紫陽花が美しい季節・・・水無月、6月
です。早いですね・・・令和3年、もう、半
年が経ち上半期が過ぎようとしています。

皆さん、この半年の自分自身を振り返り、
楽しい時間はどれくらいありましたか？ロー
タリー活動は元より、会社、地域、家庭と共
に過ごす時間を有意義な時として、有効活用
出来ましたでしょうか？

ロータリー6月は、親睦活動月間です。本
来なら、皆さんと共に「旨し、楽し、」を共
有したいところですが、残念ながら限られた
範囲での活動となりそうです。

ワクチンの接種状況に期待したいところで
す。収束の折には、「ノミニュケーション、
コミュニケーション」の親睦活動を大いに図
りましょう。

さて、先頃の「国際医療福祉大学ボラン
ティアセンター、困窮学生支援食品提供」に
おいては、沢山の支援物資、食料品を頂きま
して誠にありがとうございました。ロータ
リーの輪、地域の輪の力に感謝申し上げます。

ボランティアセンターの福田様からも感謝の
お言葉を頂きました。また、福田様から「黒
磯ロータリーに何かしらのお礼をさせて頂き
たい」「大田原キャンパスの先生と卓話にお
邪魔出来ないか」と申し出がありました。

大田原キャンパスには、8学科（看護学科、
理学療法学科、作業療法学科、言語聴覚学科、
放射線・情報化学科、視機能療法学科、薬学
科、医療福祉・マネジメント学科）があり、
リハビリ研究や災害ボランティア、地域防災
に関しての研究、地域福祉の研究など多種多
様な研究をなされている先生方が大勢いらっ
しゃいます。

早々に福田様と打ち合わせをさせて頂きま
した。学生達が夏休み期間中に先生方の時間
が取れるそうです。荒牧次期会長に卓話の調
整をお願いできればと思います。

誕生祝

片田航介会員 澤田吉夫会員

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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委員会報告 植竹一裕副会長

幹事報告 秋葉秀樹幹事

ニコニコボックス委員会
前田貴宏委員長

田中徹会員

残すところ3回で出席委員会を退職します。
時庭稔会員

結婚祝いありがとうございます。
髙木慶一会員

クラブ奉仕委員会の報告します。よろしくお
願いします。
藤﨑善隆会員

結婚祝いありがとうございます。（忘れませ
んでした）
片田航介会員

誕生祝いありがとうございます。
佐藤博会員

結婚祝いありがとうございます。

本日、5月末の合計額をボックスに入れさ
せていただきました。

誕生祝

（左から）
和気勝利会員 時庭稔会員 石山桂子会員
瀧田雅仁会員 藤﨑善隆会員 佐藤博会員

• 那須保護区保護司会より総会資料が届き
ました。（回覧）

• インターアクト合同会議開催の案内が届
きました。（鈴木隆子青少年奉仕委員
長）

• ロータリー手帳の購入希望案内を回覧し
ております。

安藤讓治次年度幹事
本日例会終了後、各委員会の引継ぎ会を行

いますのでよろしくお願い致します。

卓話
植竹一裕クラブ奉仕委員長

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会員増強④魅
力ある60周年記念式典の開催⑤IMの積極参加
の5本柱を掲げております。

昨年より世界的に拡散されているコロナ
ウィルス感染予防の観点から60周年記念式典
の延期IMの中止等、活動の範囲が極端に狭め
られた大島年度となりました。その様な状況
の中で、クラブ奉仕委員会として活動できた
事は残念ながら限られてしまいました。

各委員会から活動報告をしていただきます。
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早く制限のない生活に戻ることを期待して
おります。

親睦委員会片田航介委員長

親睦委員会委員長の片田です。大島年度の
活動報告を致します。

親睦委員会のメンバーは私の他に石山桂子
さん、瀧田雅仁さん、戸野俊介さん、平山博
さん、佐藤博さん、永山三芳さんの7名です。

本年度は会員相互やその家族、他各委員会
とも協力して、より一層の親睦を深めるため
に、年間行事や夜間例会を計画的に実施して
いくこと、また各月にて会員の誕生日や結婚
記念日の発表を行い、記念品の贈呈などを実
施していくことを計画としていました。

後者の方は例年同様に実施できましたが、
イベント事の方はコロナ禍の中、思うように
活動が出来ませんでした。

クリスマス会・観桜会は完全に中止となり、
観月会と新年会は規模を大幅に縮小して実施
となりました。また60周年行事やIMも親睦委
員会としてお手伝いさせて頂く予定でしたが、
こちらも残念ながら中止となってしまいまし
た。

次年度もどのような状況になるかはわかり
ませんが、世の中の状況が好転して以前のよ
うに自然にごく当たり前に親睦を深める機会
が沢山出来るようになっていることを祈って
おります。

以上、簡単ではございますが、親睦委員会
の活動報告とさせて頂きます。なお、次年度
も引き続き親睦委員長を務めさせて頂きます
ので、改めてよろしくお願い致します。

出席委員会田中徹委員長

本年度出席委員会は 黒澤会員、鳥居会員、
髙木会員、北畠会員と田中の5名が配属され
ました。

出席委員会の主な仕事は会員毎の出席状況
を正確に記録することですので二度ほどお願
いをいたしました。

例会に来られましたらまず出席委員会の関
所にて「出欠簿に○」次にSAAが用意した
ネームプレートを持参して席に着いてくださ

いと。ネームプレートが置いてある場所をご
覧ください。かなりの方が欠席ですね。

これでは出席状況を正確に記録することは
出来ません。

今年度はメンバーが会場を見回りして頑張
りましたが次年度のH委員長は実に厳しい方
ですので全て欠席扱い・・なんて事になりか
ねませんのでご注意を。

プログラム委員会鳥居輝一委員長
（髙木茂副委員長代読）

大島三千三年度も後1ヶ月で次年度へのバ
トンを渡すことになりますが、今年度のプロ
グラム委員会の実績と反省を述べたいと存じ
ます。委員会は、副委員長の髙木茂君、委員
に髙木慶一、秋間忍両君と委員長に鳥居輝一
でこの一年務めて参りました。

本年度の計画は現況報告書の60ページに記
載しております。3項目を掲げてあります。

第一は「毎月のプログラムを例会場に掲示
し、会員への周知を図ります」
計画通り実施致しました。
第二は「卓話担当委員会に事前連絡をして、

早めに卓話の準備が出来るようにします」
これについてはメールにて連絡致しました。

但し役員・理事の方については口頭での連絡
となってしまいました。

第三は「月の強化月間では、担当委員会に
関連卓話をお願いします」

この項目は計画通りに実施できませんでし
た。新型コロナウイルスの感染予防のために
例会が休会になったためです。

以上、プログラム委員会の総括と致します。
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広報委員会安藤讓治委員長

本年度の計画としては下記の活動を行うも
のでした。
1. ホームページの更新を頻繁に出来るよう

に、掲載内容の充実をはかります。
2. 60周年の事業を中心に、奉仕活動の内容

を新聞等に情報提供します。
3. フォトコンテストを例年通り開催致しま

す。
4. ロータリー活動に必要な書式集・雛形を

掲載致します。
ホームページの更新は、会報の掲載等随時

更新されていただきました。
60周年事業は新型コロナの影響で開催を延

期しましたが、熊本水害の際、人吉中央ロー
タリークラブを経由して支援物資を送った事
や、先日の那須塩原市に河畔公園の街灯を寄
贈した事も下野新聞に取り上げられました。
新年会（夜間例会）は開催されませんでし

たが、フォトコンテストは開催することが出
来ました。
欠席届などの書式の雛形もホームページに

掲載してあります。
皆様のご協力でなんとか全うできました、

本当にありがとうございます。

スマイルボックス委員会前田貴宏委員長

スマイルボックス委員長の前田です。副委
員長に鈴木隆子さん、委員に小野安正さん、
檜山達郎さんの4人で活動をして参りました。

例会におきまして、会員の皆さま、ご家族
さまの慶び事、お祝い事などをスマイルボッ
クスを通じて分かち合い、会員間の友好と親
睦を深めて参りました。

5月末の達成率は79.7％となりました。皆
さまのご協力ありがとうございました。

本資金はクラブ奉仕活動の運営に欠かせな
い資金でありますので、会員ひとり三万円の
目標が達成できますよう再度お願い申し上げ
まして委員会報告と致します。

会報委員会藤﨑善隆委員長

会報委員会は稲垣さん、相馬さん、髙木茂
さん、田中さんと私の5名で活動して参りま
した。

本年度も基本的には例年通りの活動を行っ
て参りました。

会報はPowerPointを利用して会報の作成を
し、週末までの配信を目標としておりました
が、皆さまのご協力により現在のところ概ね
土曜日朝には配信できております。本日もご
報告事項につきましてはメール等にてお知ら
せを願います。

また、広報委員会と連携しホームページへ
会報を掲載して頂いております。

近隣クラブへの会報配布は、昨年度までは
月毎に印刷したものを郵送にて行って参りま
したが、本年度より発行時にメールにて、近
隣クラブ会長幹事さまへ配信することと致し
ました。経費の節減と接触抑制の観点から対
応を改めました。

年度末には記録用に冊子を一部作成し保存
する予定です。また、例会以外の活動につき
ましては、コロナの影響もありあまり活動も
行われず掲載できておりません。

また、本年度の会報委員会担当の卓話では、
会報の作成過程を皆様にご紹介させて頂きま
した。次年度以降、より多くの方に会報編集
に関わって頂くための一助となったのではな
いかと考えております。

本日含め後4回例会がございます。残り僅
かとなりましたがよろしくお願いいたします。

皆様、こんにちは、クラブ史料委員会の吉
光寺です。

本年クラブ史料委員会は委員長に私、副委
員長に藤崎さんの二名で活動しています。職
務内容としては、皆様御存知の通り石山さん

クラブ史料委員会吉光寺政雄委員長
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1階の倉庫の管理とクラブ史料の整理です。
本年は、クラブ創立60周年が次年度荒牧年度
へまわりましたので、クラブ史料の提出など
はございませんでした。

雑誌委員会永山三芳委員長

皆様、こんにちは。
今年度、雑誌委員会の委員長を務めました

永山でございます。当委員会のメンバーは副
委員長に黒沢洋一さん、委員に瀬尾紀夫さん
の3名で活動を行いました。
主な活動は、各会員に「ロータリーの友」

「ガバナー月信」等を毎月配布いたしました。
二つ目に那須塩原市黒磯地区内の方々に

ロータリー活動を理解していただくために、
公式地域雑誌「ロータリーの友」を公共機関
に毎月配布しました。配布した公共機関は、
栃木県立黒磯高等学校、黒磯南高等学校、黒
磯図書館「みるる」、いきいきふれあいセン
ターの4か所になります。
三つ目が当委員会で配布いたしました雑誌

を勧誘ツールとして、会員増強委員会に利用
していただきました。
また、9月には卓話を担当させていただき、

私の勤務先「大田原信用金庫」の紹介をさせ
て頂きました。
以上が今年度の活動になります。

りましたが、コロナ禍の中で共に開催する事
は出来ませんでした。前回の例会で那須塩原
市図書館館長山田隆様に外来卓話を頂ました
が、目録の贈呈に市長さん始め、国際医療福
祉大学への食糧提供の為に森本ガバナー・国
際医療福祉大学の福田さんと大勢のお客様が
お見えになり対外的にロータリー情報が提供
出来たと思っております。

会員増強委員会和気勝利委員長
（植竹一裕副会長代読）

本年度の計画、創立60周年記念に向けて純
増3名を目指すという目標は今のところ未達
成となっております。
髙木慶一会員から推薦を頂いた入会候補者

が、理事会等の審議を通過して、ただ今入会
待ちとなっている状況です。
残りの期間、会員皆様からの増強に関する

情報等をよろしくお願い致します。

ロータリー情報委員会石山桂子委員長

ロータリー情報委員会・委員長の石山です。
委員に檜山先生と2人のメンバーです。

事業計画としまして新入会員には入会後
「ロータリーの勉強会を開催する」又「クラ
ブ内での情報交換も開催する」と計画してお

会員選考・職業分類委員会髙木慶一委員長

今年度は委員に月江寛智会員と平山博会員
そして委員長に高木慶一の3人の構成の委員



次回例会 令和3年6月9日 クラブフォーラム

6月2日欠席(敬称略)
荒井昌一・鳥居輝一・黒澤洋一
北畠大輔・小野安正・秋間忍・戸野俊介

前回5月26日分メークアップ(敬称略)
・鈴木隆子

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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会でやってまいりました。
本年度の計画として

1. 会員選考として、推薦された方が、入会
候補者として適当であるか検討・確認し、
職業分類等速やかに理事会に報告するこ
とです、今年度は三森薫氏の推薦があり
ましたので理事会に報告し承認されまし
た、その旨ご本人にご連絡してお待ちし
ています。

2. 職業分類として、年度当初に当たり、前
年までの職業分類表を参考にし、クラブ
地域の事業所と専門職種を調査検討し、
必要に応じ訂正・見直しを行い明示する
ことでした。

大分類・中分類における平成26年施行日本
標準産業分類に変更がありませんでしたので
現会員の分類はそのままとし職業に変更の
あった会員のみ変更いたしました。

下野新聞に記事が掲載されました

前回例会で、那珂川河畔公園内街灯更新事
業、国際医療福祉大学困窮学生支援の活動を
ご報告致しましたが、両事業について下野新
聞に掲載されましたのでお知らせします。

5月28日朝刊

5月31日朝刊
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