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第2929回 荒牧年度 第3回 会報 2021-7-28 司会村山茂君 

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 平山博君 （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 7月28日 37 30（6） 7（1） 83.3％ 

前回 7月14日 37 34（6） 3（1） 94.4％ 2 100％ 
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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 荒牧明二会長 

 皆様こんにちは、梅雨明け間近です、 
体の変調はありませんか。 
食中毒にも気を付け、健康には十分注意したい 
ものです。 気象用語で今年初めて使用された線 
上降水帯予報が日本各地に発令されました。 
 特に熱海温泉地に多大な災害と損害を与えた 
に土石気流、30名近い死亡者、不明者を出し、 
また重軽傷者、避難所へ余儀なく身を寄せてい 
る被災者。大きなキヅあとを残しました。  
亡くなった方にご冥福を、怪我をされた方、 
被災者の方にはお見舞いを申し上げます。  
 話は変わります。11日の日曜日早朝、那須 
街道を走っておりましたら、道路の両側に綺麗 
なアジサイの花が咲き誇っていました。 
今の時期は毎年紫陽花の周りを下草が刈って 
あります。心惹かれるままちょっと一息と思い、 
遊歩道入り口の砂利敷きの駐車場に車を止め 
歩いてきました。まだ満開とまではいきません 
でしたが、部分的には満開の株もありました。  
あと1～2週間ぐらいで紫陽花の見頃の時期 
となります。花びらのように見える部分は大きく 
発達した「がく」であり、装飾花とも呼ばれてい 
ます。 
 良い意味、悪い意味、両面の花言葉を持つよ 
うに、紫陽花の青色を「きれいで癒される」と思 
う人もいれば、「暗い｣「冷たい」と感じる人もいる 
と思います。 同じ色でも、人によって捉え方が違 
うものです。また、その時の心の状態によって、 
よいほうに受け止めることもあれば、マイナスに 
受け止めてしまうこともあるでしょう。  
 那須街道について一言、別名紫陽花街道と 
も呼ばれています。 昭和時代は、天皇皇后両 
陛下の那須御用邸の行幸啓及び環行啓に用い 
られており、昭和天皇は、「那須野植物誌」の仲 
で、見事なアカマツの天然林であり、国有林で 
あった為今日までよく保存されてきた、と記さ 
れております。 
時の内閣総理大臣吉田茂は閣僚任命に天皇陛下 
にお目通りに来た折、那須街道のでこぼこ道を走り、 
こんな悪い道を陛下が乗ってきているのは失礼だ、 
早急に道路整備をしなさいと号令を掛けられ、舗装 
道路になったと伝え聞いております。那須街道は栃 
木県で最も早く舗装道路になった道路と言われております。  
樹齢80年から100年の赤松約9000本(平成29年現在)､面積 
79haで、明治23年から昭和22年迄「高久第一御料地」と 
呼ばれ、旧宮内省管轄の面積165haの御料林でした、終戦直 
後の食料増産が必要な時代に開墾される計画があり 
ましたが那須街道より50ｍは、街道通行者にアカマツ 
林の美しい風景を残すため開墾されずに残されたそうです。 
 昭和25年に日光国立公園に編入されました､林道約3ｋ 
ｍの道路両側に3000株の紫陽花が植えてあります。是非鑑 
賞しては如何でしょうか。松林の中には遊歩道5.8ｋｍが整備 
してあります。遊歩道からは山百合が乱舞し満開で咲 
いているのも見ることが出来ます。是非森林浴10000歩 
を感じながら、衰えつつある体力に活力を注入しては如何でしょうか。 
 結びになりますが、皆様のご健康と健康増進を祈り会長挨拶といたします。 
ご清聴有難うございました。 行幸(ぎょうこう)天皇が外出されること。 環行 
（かんこう）天皇が行幸からお帰りになること。 行幸啓（ぎょうこうけい）天皇・皇后が一緒に外出されること。 環幸啓（かんこうけい）天皇・皇后が一緒に行幸啓からお帰りになること。  
 

 皆様今日は、コロナ禍の中で賛否両論ありまし
た東京オリンピックが7月23日開幕し一週間が
過ぎようとしています。各種競技が開始され、日
本人のメダルラッシュに沸いています。えっこん
な競技あったのだと思ったスケボー競技、見事
男女で金メダルおめでとうと言いたいです。日本
伝統の柔道は連日のメダルラッシュ、柔道は日
本が金メダルをとらなければと思っている私です。  
これからの日本選手団に期待します。 

 ここで、私の57年前の東京オリンピックにタイ
ムスリップしてみます。 

 1964年10月10日に快晴の青空で開会式が行
なわれました。当時私が小学校6年生の時でした。
白黒テレビが各家庭に普及され、オリンピックに
合わせカラーテレビに交換され始める頃でした。
結果は、金メダル16個・銀メダル5個・銅メダル8

個だったと記憶しています。 

 私の三つの記憶に残るシーン、 

 一つ目は重量挙げの三宅義信選手です。私は
重量挙げというスポーツを知りませんでした。余
り体が大きくないのに三宅選手が重量挙げで日 

本選手第一号の金メダルを取りました。日本人
でもこんな凄い人がいるのだ。三宅義信選手は4

年後のメキシコでも金メダルを取り、弟の義行選
手も銅メダルを取り、義行選手の娘三宅宏美選
手はロンドンで銀メダルをリオで銅を取り、今回
も出場しています。 

 第二は、柔道無差別級の神永昭夫選手がオラ
ンダのへーシンクに体落を掛けるも潰され、袈裟
固めで押さえ込一本で敗れたシーン非常にショッ
クでした。他の階級は軽量級(中谷雄英)・中量級
（岡野功）・重量級（猪熊功）は全て金メダルを
取っていました。そして最後の無差別級絶対取
れると言われていただけにがっかりしたことを覚
えています。後日談として、試合直前左膝靭帯
断裂をしていたそうです。柔道日本頑張って欲し
かったです。 

 第三は、マラソンの円谷幸吉選手42ｋｍ走り競
技場に入ってもう少しという所でイギリスのヒート
リー選手に抜かれたシーン、必死追い抜こうとし
ていましたが力及ばず。結果三位銅メダルでした。
子供ながらにうれしかったことも悔しかったことを
今も思い出します。その後、メキシコオリンピック
を目指練習に励んでいましたが1968年1月「父
上様、母上様、三日とろろ美味しゅうございまし
た。干し柿、餅も美味しゅうございました。」 「幸
吉はもうすかり疲れ切ってしまって走れませ
ん。」「幸吉は父母上様の側で暮らしとうございま
した。」で結び。日本で一番有名な遺言を残し27

歳で自殺してしまいました。 

 当時中学三年生の少年には、非常ショックな
ニュースでした。オリンピックでメダルを取った選
手がなんで・・・。 

 競技場で二位を争ったイギリスのヒートリー選
手は、円谷選手の遺族と親交を結び、2020年東
京オリンピックを楽しみにしていたとい言います。
残念ながら一昨年亡くなりました。 

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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幹事報告 安藤讓治幹事 

委員会報告  稲垣政一副会長 

 今なお記憶に残る円谷幸吉。生きていれば今
年81歳です。 

 ちなみに、過去日本人のオリンピックでのメダ
ル数は金メダル142個・銀メダル134個・銅メダ
ル163個です。 

 コロナ禍で大変でしょうが、残る競技で一つで
も多くのメダルを期待しまして、会長挨拶としま
す。有難う御座いました。 

幹事報告です。 

 ガバナー事務所より、「第19回ロータリー全
国囲碁大会」の案内が届いています。参加希
望の方は安藤までお願いします。 

 ガバナー事務所の移転の案内が届いていま
す。皆様に転送いたしましたが、８月１日より
ベルヴィ宇都宮に移転することになりました。
電話番号・メールアドレスは変更ございませ
ん。 

 地区米山記念奨学会委員会より「地区内寄
付額一覧」等の資料が届いています。鈴木久
雄米山委員長に転送いたしました。 

 ガバナー事務所より、今年度の為替レートが
￥１１１との連絡が届いています。２０２１年７
月より、支払い月に関わらず７月のレートが
適応されるとのことです。 

 ガバナー事務所より、第２６８０地区で発行し
た会員増強の冊子が届いています。秋間会
員増強委員長にお渡ししました。 

 国際ロータリー日本事務局より、緊急事態宣
言の再発令ならびに東京2020オリンピック・
パラリンピック開催にともなう交通状況等を鑑
みて、８月２日～３１日まで在宅勤務を延長す
る旨が届いています。 

 国際ロータリー日本事務局より、ＲＩ人頭分担
金・規定審議会費の請求書が届いています。
会計にお渡しいたしました。 

職業奉仕委員会 時庭稔委員長 

 職業奉仕委員会より、会員手帳が出来上がり
ましたので、皆様のボックスの中に二部入ってお
りますので宜しくお願い致します。 

ニコニコボックス委員会 
瀧田雅仁君  

髙木慶一君 今日は土用の丑の日うなぎに感 
謝してごちそう様です。 

藤﨑善隆君 無事に隔離期間を過ぎました。    

 お騒がせ致しました。 
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クラブ奉仕委員会新年度計画 

クラブ奉仕委員会 稲垣政一委員長 

 改めまして皆様こんにちは。クラブ奉仕委員
長の稲垣です。 

 本日の卓話はクラブ奉仕委員会の新年度計
画の発表となります。各委員会、持ち時間2・3

分程度で新年度計画の発表を宜しくお願いしま
す。 順番は、 

1. クラブ奉仕委員長 

2. 親睦委員会  

3. 出席委員会  

4. プログラム委員会  

5. 広報委員会  

6. スマイルボックス委員会  

7. 会報委員会  

8. クラブ史料委員会  

9. 雑誌委員会  

10.ロータリー情報委員会  

11.会員増強委員会  

12.会員選考/職業分類委員会 

 の順番でお願いします。  

 では、まず私から発表いたします。わたくしか
らの年度計画は第1回例会にて発表しましたの
で、本日は各委員会からの発表もあることから、
時間の都合上割愛させて頂きますが、荒牧年
度の目標達成のために、クラブ奉仕委員長とし
て各委員会との調整を図ってまいりますので、
ご指導ご協力よろしくお願いします。  

親睦委員会 澤田吉夫副委員長 

  

委員会とも協力して、より一層の親睦を深めるた
めに、年間行事や夜間定例会を計画的に実施し
ていきます。 

 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き
ます。 

 荒牧年度で予定していることは例年と同様に
10月に観月会、12月にクリスマス会、1月に新年
会、4月に観桜会になります。 

 大島年度ではコロナ禍の為、観月会を除く親睦
行事は全く開催出来ませんでしたので、本年度
は是非にも開催出来るようにと祈念しております。 

 以上、簡単ではございますが、親睦委員会の
計画発表とさせていただきます。 

 ありがとうございました。 

  

 みなさん、こんにちは。 

 本来なら例会に出席して、みなさんの前で計
画発表をさせていただきたかったのですが、あ
いにく所要の為、出席が叶いません。どうかお
許しください。 

 今日の発表は副委員長の澤田さん、お手数
をおかけしますがよろしくお願い致します。 

 本年度の親睦委員会は片田・澤田さんの他
に鈴木隆子さん、村山茂さん・北畠大輔さんの
計5名で活動していきます。 

 活動計画としては会員相互やその家族、他各 

 

出席委員会 平山博委員長 

 平山でございます、荒牧年度、出席委員長を務
めさせて頂きます。副委員長に大先輩の佐藤博
さん、委員に泉道夫さん・片田航介さん・井出法
さん、それぞれに国際奉仕委員長、親睦委員長、
社会奉仕委員長と、重要なポジションを持ちなが
ら出席委員も、兼任して頂き、大変有難く思おり
ます。そして、新会員栃木銀行黒磯支店長、渡
辺裕雄さんにも、出席委員をお願い致しました。
計5名で務めさせていただきます。宜しくお願いた
します。 

 本年度計画として、例会への出席率向上に 
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務め、修正出席率100％を目指します。例会欠
席の事前連絡を徹底し「無断欠勤」「食事のム
ダ」を無くす為にSASと連帯してまいります。 

 各委員会が開催する炉辺会議、家庭集会の
参加を促す事や、様々なロータリ－行事への積
極的な参加をすることでメイクアップの増加に繋
げていきたいと思います。 

 コロナ禍の中で、地区大会、IM、炉辺、家庭集
会など、参加を促す事に抵抗を感じますが、感
染症予防には、十二分に注意し、不参加も考慮
しながら、安全に参加の情報を提供していきた
いと思っております。本日会員手帳が配布され
ました、黒磯ロータリ－クラブ内規が会員手帳
10ページにあります、慣例に従って出席委員会
として、大切な項目であります。 

 1.のガバナ－公式訪問のクラブ協議会は、全
会員出席する事から、4,7,11は特に重要であり
ますので、ご確認を頂きたいと思っております。
多くの会員が修正100％出席になる事を、願っ
ております。 

 この度の出席委員会の引継ぎに対し、田中徹
さん前出席委員長より、丁寧なるご指導を頂い
たことに、心より感謝申し上げます。新年度の計
画報告とさせて頂きます。 

プログラム委員会 鳥居輝一委員長 

 荒牧明二年度のプログラム委員会の計画をお
話いたします。 

 委員長の私、鳥居です。大島年度に続き本年
も担当することになりました。宜しくお願いいたし
ます。メンバーは副委員長に月井寛智会員、委
員に和気勝利会員と戸野俊介会員の4名で運営
いたします。 

 本年度の計画を4項目掲げました。 

1. 荒牧明二会長の方針に沿って、各委員会の
円滑な運営及び例会の充実を目指してプロ
グラムを作成します。 

2. プログラムを月毎に掲示をし、会員の皆様
に周知を図ります。  

3. 卓話担当委員会には事前にメールにて連絡  

 

  

をして、早めに卓話の準備が出来るようにす
る。 

4. RI強化月間には、それに関係する委員会に
関連卓話をお願いし、より関心を持って頂くよ
うにする。 

 以上、荒牧年度の計画です 

広報員会 永山三芳委員長 

 こんにちは。広報委員会の委員長を務めさせ
ていただく永山でございます。当委員会のメン
バーは副委員長に吉光寺政雄さん、委員に黒
澤洋一さん、瀧田雅仁さんの4名で、今年活動し
ていきます。よろしくお願いいたします。 

 本年度の計画としては、例年通りクラブの奉仕
活動を中心に新聞等のメディアにも活動内容の
情報提供をしてまいります。具体的には次の活
動を行います。 

1. ホームページの掲載内容の充実に努めます。 

2. クラブ内の活動内容の情報を外部に発信い
たします。 

3. フォトコンテストを例年通り新年会に合わせ
て開催致します。 

4. ロータリー活動に必要な書式集・雛形をホー
ムページに掲載いたします。 

 以上が本年度の活動計画になります。ありが
とうございました。  

 

  スマイルボックス委員会  
瀧田雅仁委員長 

 本年度スマイルボックス委員長を拝命しました
瀧田雅仁でございます。副委員長に時庭稔会員、
委員に佐藤博会員、北畠大輔会員の4名で務め
させて頂きます。 

 活動計画として、対外的活動資金となるスマイ
ルボックスへのご理解とご協力を頂き、会員一
人当たりの目標を、例年通り30,000円以上とす
る事に致しました。年間2回程度、奉仕料達成率
をお知らせいたしますので宜しくお願い致します。 

 皆様ご存じのように、スマイルボックスとは会  



会報委員会 鳥居輝一副委員長 

 会報委員会委員長の吉光寺です。荒牧年度
会報委員会は、副委員長に鳥居輝一さん、委員
に、髙木慶一さん、瀧田雅仁さん、藤崎善隆さん
で活動しています。 

 例年同様ですが、皆様におかれましては、例
会翌日木曜日には原稿をお送り頂ければと思い
ますのでご協力宜しくお願い致します。また、荒
牧年度は会長の方針として外来卓話を増やす
予定です。外来卓話を依頼される委員長様は、
卓話者に原稿を依頼して頂ければと思います。 

 一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

クラブ史料委員会             
大島三千三委員長 

かなと思っております。ご迷惑をおかけした点が
ありましたらお許しを頂きたいと思いま。すそして
荒牧年度の船出に、第五波のコロナの波がきて
いるということで昨日の東京都の感染者数が、 

2,800名、今日の感染者数が非常に気なるとこ
ろですが、黒磯ロータリークラブ皆様の力を合わ
せて頑張っていきたいと思いますので宜しくお願
い致します。 

 今年度はクラブ史料委員会ということで、委員
長に大島三千三、副委員長に秋葉秀樹さんとい
うことで2名で活動して参ります。本年度の計画3

つあげさせて頂きました。第一に、クラブ史料の
整理保管。第二に、クラブ備品等の管理。第三
に、保管庫内の整理整頓。 

 大切な史料を整理保管して参りたいと思います。
一年間どうぞ宜しくお願い致します。 

 皆さんこんにちは。まずは、昨年一年間皆様に
ご協力頂いてなんとか無事に役割を果たせたの 

雑誌委員会 石山桂子委員長 

員が自由意思で善意の寄付金を入れる箱のこと
でございます。「会員、家族、事業場等の慶び事、
お祝い事をニコニコしながら披露し、喜びを分か
ち合い、又失敗したり、迷惑をかけたときもユー
モアたっぷりに苦笑し、例会を賑わせて親睦を増
進し、集まったお金は主として奉仕活動資金に
使われ、ニコニコ箱とも呼ばれます。慶び事ばか
りでなく、皆様が失敗した時や、会員に迷惑を掛
けた時なども、頭を掻き掻きユーモアを持ってご
奉仕いただければ幸いに存じます。 

 一年間宜しくお願いいたします。 

 雑誌委員会委員長の石山桂子です。副委員長
に檜山達郎さん、委員に相馬征志さん黒澤洋一
さんと３人のメンバーです。 

 本年度の計画と致しまして３点掲げました。 

1. 「ロータリーの友」「ガバナー月信」会員に配
布する。 

2. 「クラブ委員会の活動」「地域関係の活動」等
を「ロータリーの友」へ投稿して頂き有効活用
を計る。 

3. 地域の皆様にロータリークラブを理解して頂
くために「ロータリーの友」を公共施設に 



ロータリー情報委員会  
秋葉秀樹委員長 

会員増強委員会  秋間忍委員長 

 皆さんこんにちは、荒牧年度会員増強委員長
を承りました、秋間忍です。副委員長には鈴木
久雄さん、委員に澤田吉夫さん、時庭稔さん、石
山桂子さん、以上5名で頑張ります。 

 今年度の計画ですが、会長の方針と計画に 

沿って、会員増強純増2名を目標に、会員増強
退会防止に努めます。創立60周年に向けて、 

新入会員候補者の推薦、勧誘を推進します。広
報、会報委員会と連携して、ロータリーの存在を
広く内外にアピールし、会員拡大につなげます。        

 宜しくお願いします。 

会員選考/職業分類委員会      
田中徹委員長 

1. 会員選考  

   会員より推薦された候補者の方が適当かを
検討し理事役員会に上程する。 

2.  職業分類  

   「日本標準産業分類」に変更があれば速や
かにクラブの「職業分類表」を変更する。 

   また、新入会員の職業が「職業分類表」に
無い場合は適時追加する。  

出席報告 

出席委員会 平山博委員長 

6 
次回例会   令和3年8月4日   担当プログラム委員会  

7月28日欠席(敬称略) 
荒井昌一（出席免除）・井出法・戸野俊介  
吉光寺政雄・泉道夫・北畠大輔・片田航介 

前回7月14日分メークアップ(敬称略) 
澤田吉夫・藤﨑善隆 

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 

会報委員会：吉光寺政雄・鳥居輝一・髙木慶一・瀧田雅仁・藤﨑善隆 

 皆さんこんにちは。今年ロータリー情報委員会
委員長を仰せつかりました秋葉秀樹です。メン
バーに副委員長に和気さん、委員に小野さん、
泉さんの4名で運営を行っていきます。 

 本年度の計画ですが、新入会員に家庭集会を
開きロータリーの情報を提供すること、もう一点
は会員の皆様にロータリーの情報を伝えるとい
うことになっています。 

 一年間宜しくお願い致します。 

毎月配布する。配布先は栃木県立黒磯高等学
校・栃木県立南高等学校・市図書館 

いきいきふれあいセンターと４ヶ所です。 

 １年間宜しくお願い致します。 


