
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2926回 大島年度 第37回 会報 2021 6-23 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 髙木慶一君 （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（6月23日） 37(7) 28(4) 9(3) 82.0％

前回（6月16日） 37(7) 33(5) 4(2) 94.3％ 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

1

会長挨拶 大島三千三会長

皆さんこんばんは、「今日のこの日を待っ
てたょ～」「会えて嬉しい～」・・・

やっと、この日がきました。皆さんと共に
活動をして来て、情報交換の場がなく、懇親
を深める場もなく、一年以上飲みにケーショ
ンの場もなく、本音を聞ける話せる場所が新
型コロナウィルスによって奪われていました。
緊急事態宣言や蔓延防止等重点措置など、自
粛生活が続きストレスの塊の毎日でした。し
かしここにきて、国、県、市からの補助を受
け、各企業、諸団体が動き、職域ワクチン接
種が始まりました。。

ワクチン接種は自分を守り、家族を守り、
地域を守り、コロナ収束に繋がると思います。
一人でも多くの方がワクチン接種を希望して
ほしいと思います。

さて、本日の例会は、待ちに待った、夜会
例会です。本音トークが出来る例会です。本
日の例会にて、わたくしの挨拶は締めになり
ます。次週から、挨拶が出来ないと思うと若
干のもの寂しさはありますが・・次年度荒牧

さんに思いの丈を込めて、本日の例会をフル
に楽しみたいと思います。

一年間皆様に支えられ活動出来ました事に
心から感謝申し上げます。誠にありがとうご
ざいました。

本日の挨拶は長いは無用！これにて終了！
今夜は、思い切り語りましょう。

ゴルフ愛好会 第4回ゴルフコンペ表彰
秋間忍 ゴルフ愛好会会長

・開催日：6月20日（日曜日）
・開催場所：那須国際カントリークラブ
・8名参加（写真次項）
・優勝者 植竹一裕会員
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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
鈴木隆子副委員長

ゴルフコンペ参加の方々

• 那須塩原市より2021年那須野巻狩まつりの
中止について案内が届いております。（井
出次年度社会奉仕委員長）

• 足利わたらせロータリークラブより創立30
周年記念誌が届いております。（回覧）

• 地区より第25回親善野球大会開催延期のお
知らせが届いております。

安藤讓治次年度幹事
• 次回7月7日例会後第3回理事役員会を行い

ます。
• 先日新旧の委員長へ委員会の実績・計画

の提出をお願いしております。7月中頃ま
でにご提出下さい。

田中徹出席委員長
炉辺会議等の報告をメール添付にて出席委

員会までお送り下さい。30日までによろしく
お願いします。

一年間お付き合い頂きありがとうございま
した。また次年度よろしくお願いします。
報告のある委員会の方はご報告をお願い致

します。

秋葉秀樹会員

大島年度では会員の皆様にお世話になりま
した。ありがとうございました。
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井出法会員

大島会長、植竹副会長、秋葉幹事他、理事
役員の方々、大変お疲れさまでした。
嶋中恵子さん

一年間ありがとうございました。次年度も
よろしくお願いします。

退任挨拶 秋葉秀樹幹事

大島年度幹事を務めさせていただきました
秋葉でございます。

1年間会員の皆様には大変お世話になりま
した。ありがとうございました。

また、本日の例会は大島年度では最初で最
後の夜間例会になります。

本日の最終幹事報告でも、中止や延期の御
案内しかできませんでした。とても残念です。
荒牧年度では活発な活動できることを願って
います。

さて、大島年度では一番の懸念されること
が、コロナ禍の黒磯高校インターアクトクラ
ブです。高校の部活動ですから、停止されれ
ば再開は難しくなると思ってました。しかし
ながら、鈴木隆子青少年奉仕委員長、秋間ガ
バナー補佐や会員の皆様でテコ入れをして頂
いたので明るい兆しが見えてきました。あり
がとうございました。

1年間大変お世話になりました。ありがと
うございました。

退任挨拶 大島三千三会長

私の一番のご報告は、皆様に「感謝」を申
し上げることでございます。
ありがとうございました。

懇親会

次年度会長挨拶
荒牧明二次年度会長

皆さんこんばんは。
まずはじめに、大島会長、秋葉幹事、秋間

ガバナー補佐、大変お疲れさまでした。また
役員の皆様、会員の皆様、一年間ご苦労様で
した。

一年半前だと思います。吉光寺会長に次年
度副会長をお願いしますと言われまして、
「はい」とはすぐ言えませんでしたが、倫理
法人会の言葉の中に「頼まれごとは試せるこ
と」、頼まれたら「はい」と返事をしてやる
んだよという暗黙の了解の言葉がありまして、
「はい」とは言えなかったのですが、お受け
しますと返事をさせて頂きました。

黒磯クラブのため、会員のため、地域への
奉仕のために一年間、自分の時間を奉仕のた
めに捧げていきたいと思います。

来年一年間、皆様のご協力・ご支援により
まして務めて参りますのでよろしくお願いい
たします。

今日は夜間例会として大島年度最初で最後
の例会です。思い切り飲んで思い切り反省し
て速やかに去るということでよろしくお願い
いたします。

記念品・花束の贈呈
大島三千三会長
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記念品・花束の贈呈
秋葉秀樹幹事

記念品・花束の贈呈
秋間忍ガバナー補佐

乾杯の発声
秋間忍ガバナー補佐

ご指名ですで乾杯の音頭を取らせて頂きま
す。

大島会長、秋葉幹事、本当に精神的に大変
難しい，辛い年度にご担当頂きありがとうご
ざいました。

私も大役をこなせるかどうか心配でしたが、
皆様のご支援のおかげでガバナー補佐という
仕事を務めることが出来ました。機会の扉を

開くという意味でいろいろな経験をさせて頂
きました。

皆様にご寄付頂きました国際医療福祉大学
への食糧支援が、献血ともつながりました。
とてもすばらしい社会貢献になりました。

インターアクトクラブも会員が増えまして
明るい兆しが見えて参りました。皆様のご支
援のおかげでございます。ありがとうござい
ました。

荒牧年度のますますの発展を祈って乾杯し
たいと思います。

食糧支援が献血ともつながる

懇 親 会



次回例会 令和3年7月7日 新年度方針

6月23日欠席(敬称略)
荒井昌一・泉道夫・北畠大輔・瀬尾紀夫
髙木茂・瀧田雅仁・月江寛智・永山三芳
前田貴宏

前回6月16日分メークアップ(敬称略)
澤田吉夫

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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大島三千三会長 一年間お疲れさまでした！
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