
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：荒牧明二 幹  事：安藤讓治 
事務局：食健サロンゑゑ塩梅 
    代表 安藤讓治 
   〒325-0055 那須塩原市宮町2-8 
   TEL:0287-73-5101・FAX:0287-73-5102 
   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2935回 荒牧年度 第7回（第4回オンライン例会）会報 2021-9-15 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 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 9月15日 37（7） 37（7） 0（0） 100％ 

前回 9月8日 37（7） 37（7） 0（0） 100％ 0 100％ 

 
国際ロータリー会長：シェカール・メータ 
第 2550 地区ガバナー： 石田順一 
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、今日は9月15日です。以前で
すと「敬老の日」と言っておりました。2002年1月
1日改正の「老人福祉法」によって制定。2003年
から「祝日法」の改正によってハッピーマンデー
制度の施工に伴い、日程の変更が生じました。   

 それまで定着していた「9月15日」から「敬老の
日」が9月第3月曜日となるのに伴い、従前の敬
老の日を記念日として残す為に制定されました。
国民の間に広く老人の福祉についての関心と理
解を深めるとともに、老人に対し自らの生活向上
に努める意慾を促す日。 

 ｢敬老の日｣の起源は正確にはわかっていない
そうですが、言い伝へとしていくつかの説があり
ます。1つは、聖徳太子が現在の大阪市に悲田
院（ひでんいん）という身よりのない老人や病人、
貧しい人たち救うための施設を開いた日に因ん
で制定されたという説。もう1つは、元正天皇が
717年に年号を「養老」とし、養老の滝に御幸し
た日、または高齢者に贈り物をした日であるとい
う説が有名です。 

 現在の「敬老の日」が祝日になったのは50年
前、敬老の日のルーツは戦後すぐの1947年 

（昭和22年）9月15日、兵庫県多可郡野間谷村
の門脇政夫村長が敬老会を催したのに始まりま
す、県内の市町村に呼びかけ敬老会の輪を広
げたそうです。 

 兵庫県は1950年（昭和25年）、農閑期に当り
気候も良い9月中旬の15日を「としよりの日」と定
めたと言われています。1964年（昭和39年）に、
「としよりの日」という名称はひどいと言うことで、
「老人の日」に改められました。 

 1966（昭和41年）年「建国記念の日」「体育の
日」と共に、国民の祝日と制定された祭に、現在
の「敬老の日」と名称が改められました。 

 さて何歳から高齢者と言うのでしょうか。祝日
法では敬老の日を「多年にわたり社会につくして
きた老人を敬愛し、長寿を祝う」日としています
が、特に対象年齢などを定めているわけではあ
りません。何歳から祝うかはそれぞれの判断に
なります。強いていえば、法令では65歳以上を
「高齢者」としていますので、これがひとつの目
安になると思います。 

 「孫から」の祝いであれば年齢はさほど気にし
なくても敬老の日を、年寄り扱いと受け取られる
のは、祝う側としても本意でないですから避けた
いところ。ただし、お孫さんからお祖父様・お祖母
様をお祝いするのであれば、年齢よりも間柄が
重視されますから「年寄り扱いすると嫌がるか
も」といったことは、さほど気にしなくても問題な
いとおもいます。ご両親をお祝いしたい場合でも、
熨斗の表書きや差出人をお孫さんの名前にして
おくと、より喜んでもらえるはずです｡ 
 みなさなん､もらってうれしかった敬老の日のプ
レゼントは、何が良かったですか？アンケート結
果では、おじいちゃんは「お酒」、おばあちゃんは
「お花」が、2年連続で、1位という結果になりまし
た。どちらも2年連続で約30％の方が「うれしい」
とお答えいています。この２つは敬老の日のプレ
ゼントの定番品といえそうです。 
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委員会報告 稲垣政一副会長 

幹事報告 安藤譲治幹事 

 委員会報告をお持ちの方は挙手願います。 

 該当無 

理事役員会報告 

9月８日ＺＯＯＭで開催された第５回理事役員会
の報告です。 

 9月の例会プログラムの修正について 

     9月15日と29日の例会を入れ替えることで 

    承認。 

 10月のプログラムについて 

  6日の観月会は休会とする。 

  その他のプログラムは承認。 

 予算案の修正 確定について、一部修正して
承認。 

 委員会編成の訂正について、承認 

 

  

 富田ガバナー補佐よりニコニコボックスに浄財
を頂きました。ありがとうございます。 

ニコニコボックス 村山茂SAA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 佐賀・長崎豪雨災害支援金について 

  会員１人あたり1,000円徴収。 

  クラブより13,000円プラスして合計50,000 
円を送金する。 

 その他、現況報告書を早急に印刷にかける。 

  

幹事報告 

 ガバナー事務所より、地区大会の案内が届
いています。 

  当日YouTubeで配信されます。案内を皆様 
に転送いたしました。ぜひご覧下さい。 

 ガバナー事務所より、地区ロータリー財団懇
談会の案内が届いています。 

  藤﨑善隆ロータリー財団委員長に転送いたし
ました。 

 ガバナー事務所より、地区内ローターアクトク
ラブ研修会の議事録が届いています。鈴木
隆子青少年奉仕委員長に転送いたしました。 

 真岡ＲＣガバナー事務局より、公式訪問につ
いての案内が届いています。会長・幹事との
懇談会のみになります。 

 ただし、お酒が好きでないおじいちゃんや、お
花が好きでないおばあちゃんもいらっしゃると思
いますので、プレゼントを頂く私たちにすれば、
他の品を選んでもらいたいものです。 

 また、おじいちゃんアンケートで5位、おばあ
ちゃんアンケートで3位に入った「その他」につい
て、フリーアンサーでお答えいただいた回答では、
「もの自体よりも気持ちがうれしかった」という声
や「孫からの手紙」や「孫の写真」などが添えられ
ていたことがうれしかったというお声が多かった
様です。 

 さて還暦 (生れた年の干支に還ることから) の
お祝いの「赤いちゃんちゃんこ」は最近余り見ら
れなくなりました。平均寿命が延びた為か分かり
ませんが？皆さんの中には着た方も居ることで
しょう。ことわざに｢お前百まで わしゃ九十九まで 

共に白髪の生えるまで｣｡お互いに長生きしましょ
う｡私たちも子供･孫たちから貰うほうになったこと
は嬉しいようなさびしいような気がします。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございま
した。 
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 このコロナ禍で例会も大変と思います。 

 ZOOMを使用しても、何かピンときませんが毎
回の例会の会報を幹事様より送付して頂いてい
ます。ありがとうございます。この後協議会に移
る訳ですが、時間を頂き、わたくしのロータリー
歴をお話ししてロータリーの良さを知り、交友を
広げ、楽しい生活、未来あるロータリークラブに
しようではありませんか。 

 私は1987年1月にホテルニュー塩原の社長 

岡部様より紹介され西那須野クラブに入会しま
した。 

 私は1982年慶応大学整形外科教授より命を
受け、国立塩原病院に参上、当時は教授は力
がありNOと言えば、慶応にもおれず、整形外科
も諦めざるを得ない時代でした。 

 でも来塩後は、部下もでき、教授は月1回来塩、
栃木県6病院の医局員を集め、カンファレンスを
開き勉学に励まざるを得ませんでした。 

 楽しい診療の中患者様より、子供たちの中に
は「ただいま」と言っても家人は仕事で誰も家に
いない子供がいると聞き、調べたところ、当然だ
が両親はホテル、旅館で働き子供が家に帰ると、
ばら銭が置かれているそうです。そのような子
供が数人いれば良いことはありません。その子
供一人を呼び、食事をしながら学校の話を聞き、
宿題をさせ家に送りました。 

 段々子供たちが増え何かスポーツをすべきと
考え、自分がテニスを齧っていたので、町議会
議員、観光協会に町の為にもテニスコートを是
非作ってほしいとお願いしました。 

 2年後3面のコートが完成し、土曜日日曜日は
雨、雪以外の日に30余名の子供たちとテニスを
しました。 

 この訓練により、16歳以下では、県下に敵が 

  

 いなくなりました。関東、県外の試合に出ざるを
得なくなり、妻に大型免許をとってもらい、バスを
購入。試合に出かけました。 

 さて、自分が入会した頃は2550地区として茨
城、栃木両県がテリトリーで、クラブは既に外国
のクラブと姉妹クラブを作り活動していました。 

そこで英語圏で子供達の交換活動はいかがかと
相談したところ、フィリピンmakatiクラブにはテニ
スクラブもあり、6面のコートも持っており、すぐに
OKが出てすぐに打ち合わせに出かけました。地
区とも相談して、各県5名として出かけました。 

 当時活動は1年で終わるのを常としていました
のでまた、2550地区は栃木1県となり、私費交
流を続けました。 

 大変でした。今思うと我ながらよく頑張ったと思
います。ですが今も子供たちと交流があります。
母の日に毎年花を贈ってくれる人、自分と同じ医
師になった人、運動生理学を学びたいとアメリカ
に留学した子供、バス会社を経営している子、多
分自分で子供を持ち私達が頑張っていたことを
思い起こし理解してくれているのでしょう。 

 まったくロータリーのみの生活は、仕事にも影
響し不可能となり、ただ会費を納める会員となり
さがりました。 

 このようにある時期ロータリーに没頭する時期
があっても良いと思います。そうすればロータ
リーの楽しさ、面白さが理解できることと考えま
すので是非ロータリアンとしての楽しみ面白さを
味わってください。 

卓話 富田勸第一グループ 
ガバナー補佐 

次回例会  令和3年9月29日  ガバナー公式訪問/卓話スマイルボックス委員会  

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 

9月15日 理事役員会の決定により全員出席扱い  
とする。 

前回9月8日分メークアップ(敬称略) 
 無 

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 


