
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2941回 荒牧年度 第12回例会会報 2021-11-10 司会鳥居輝一君 

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  出席委員会井出法 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 11月10日 37（7） 29（5） 8（2） 82.9％ 

前回 10月27日 37（7） 32（6） 5（1） 88.9％ 3 97.2％ 

 
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：〒321-0945 宇都宮市宿郷5-21-15 
      ベルヴィ宇都宮内 
      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 

須塩原市がデスティネーションズ（GD）が選ぶ世
界の持続可能な観光地「トップ100選」に、県内
で初めて那須塩原市が選出されたことを発表し
ました。独自の新型コロナウイルス対策事業な
どが評価され選出されたそうです。 

 那須塩原市では観光庁主導の「日本版持続可
能な観光ガイドライン」の本年度モデル地区に選
ばれていることから、取り組みの一環としてエン
トリーしたそうです。観光地の管理、経営方針や
有形文化財の活用と保全、環境への配慮など
15項目の要件をクリヤーしました。 

 入湯税を活用した宿泊事業者向けの新型コロ
ナウイルスPCR検査などの観光地施策も高く評
価されたそうです。国内では那須塩原市を含め
12箇所選ばれました。選出された観光地はGD

が運営するウエブサイトなどに掲載されるそうで
す。 

 GDの「トップ100選は」2014年に始まり、今年
で7回目、観光や地域づくりなどに関する国際的
基準100項目うち15項目以上を満たした観光地
などを評価するそうです。 

 渡辺市長は「国際的な認知度が向上する。今
後も観光地と市民生活の調和、地域文化とコ
ミュニティーの発展などにつながる観光地を目 

〇お客様のご紹介〇 

那須塩原市長 渡辺美知太郎様（左） 

那須塩原市企画部秘書課秘書係長 
相馬紀子様（右） 

教育委員会事務局教育総務課総務係係
長 植木智様（右） 
同主査 益子香代様（左） 

 皆さんこんにちは、先月10月7日の新聞に那 
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指す」と語っています。 

 またひとつ嬉しい話がありました。お隣の那須
塩原市図書館「みるる」が先日、栃木県最高の
建築賞であります。「マロニエ建築賞」を頂きまし
た。おめでとうございます。 

 話は変わりますが、先月10月27日は「文字・活
字の日」です。毎年この日から11月9日まで、読
書週間でした。 

 かつて、「世界の絵本展」で紹介されていたブ
ラジルのなぞなぞで「言葉も話せず耳も聞こえな
いのに、何でも教えてくれるもの、何だ？」。答え
は、「本」です。モンゴルには「識者には知恵の
宝庫、無知な者にはごちゃごちゃなもの、なん
だ？」同じ本を読んでも、「知恵の宝庫」の扉を
開けられるひとと、そうでないひとがいる。「書を
読めば万倍の利あり」と実感できるまでには、あ
る程度の読書量が必要なのでしょうか。  

 近年中高学生の読書が増えたデータも有るが、
依然として読書離れが指摘されています。通勤
電車では、本を広げる人よりもスマホを触る人の
方が圧倒的に多いと思います。 

 文部科学省はホームページで「読書は、人類
が獲得した文化である」と掲げるとともに、「情報
化社会の進展は、自分で物を考えずに断片的な
情報を受け取るだけの受け身の姿勢を人々にも
たらしやすい。自分で物を考える必要が有るか
らこそ、読書が一層必要になる」と読書の重要性
を指摘しています。 

 一人楽しむ読書もいいですが、近年は読書会
や、子供を中心に家族で同じ本を読み、感想を
話し合う中でコミュニケーションを深める「家読」
など、読書に親しむ取り組みも盛んです。ある中
学校では、5年前から「全校ビブリオバトル（書評
合戦）」を毎学期実施し、読書の推進に全校を挙 

挙げて取り組んでいるそうです。「ビブリオバトル
は、単に本を読むだけでなく、本の主題を的確に
捉え、その魅力が伝わるように原稿をまとめ、発
表する力が求められるそうです。「読む・書く・話
す・聞く」の四つの技能が鍛えられ、「自分で考え
える力」が磨かれるそうです。 

 作家の佐藤優氏は、「自分の気持ちを知り、整
理するのも言葉、自分の思考や意志、思想を形
づくるのも言葉、そしてそれぞれを他者に表現と
して伝える手段も言葉しかありません。ですから
表現には言葉力が必要不可欠で、その力をつけ
るのが読書ですと。読書で養った読解力と表現
力は表裏の関係にあり、読解力以上に表現力を
高めることは出来ませんと語っています。 

 読書によって、自身の言葉で考えや意見を言
語化し、他者に伝えられるようになるといえます。
それだけではない。読書は心を養う糧であり、人
生の旅の友です。 

 ある人が、「一冊の良書は、偉大な教師に巡り 

委員会報告 稲垣政一副会長 

 本年度ロータリー財団地区補助金活用事業と
して、年々深刻化する温暖化と、それに伴う熱中
症予防の為、特に体温調整機能の未発達な小
学生の健康を守ることを目的として、東原小学
校・豊浦小学校へのテント寄贈を行わせて頂くこ
とと致しました。荒牧会長より渡辺美知太郎市長
さまへ目録を贈呈させて頂きます。 

目録贈呈式 藤﨑善隆財団委員長 

会ったのと同じです。読書は「人間だけが出来る
特権」であり、いかなる動物も読書は出来ない。   

 自分の人生は一回きりだが、読書によって、何
百、何千のほかの人生に触れることも出きるし、
二千年前の賢者と話もできる」と「読書の喜び」
を知ることで、人生を大きく深くしていけると訴え
ています。 

 秋が深まるこの時期にかけがえのない良書と
出会い、人生を豊かに潤していきたいと思いま
す。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うござまし
た。 

 

目録を渡す荒牧会長（左）、渡辺市長（右） 

 委員会報告をお受け致します。お持ちの方は
挙手をお願い致します。 
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 皆さんこんにちは、広報委員会からのお知らせ
です。今年度も毎年恒例の黒磯ロータリークラブ
「デジタルフォトコンテスト」を開催します。今年度
のテーマは感動する写真を募集します。詳細は
後日ご連絡申し上げます。皆さんご自慢の写真
を奮ってご応募ください。よろしくお願いします。 

 荒牧年度第1回コンペを11月21日（日）那須伊
王野カントリークラブで開催いたします。奮って
のご参加お待ちしております。 

 只今出欠用紙を回覧していますのでご記入し
て下さい。 

〇永山三芳広報委員長 

〇髙木慶一ゴルフ愛好会会長 

  結婚祝い 誕生祝い 

幹事報告 安藤譲治幹事 

 ガバナー事務所より、第50回ロータリー研究
会記念講演会の案内が届いています。 

  皆様に転送いたしましたのでご活用下さい。 

 国際ロータリー日本事務局より、新型コロナ
ウイルス感染の再拡大防止対策、ならびに、
東京都の基本的徹底対策期間におけるテレ
ワーク促進の依頼等を鑑みて１１月３０日ま
で在宅勤務との連絡が届いています。 

 ガバナー事務所より、次年度会長幹事の名
簿原稿等提出の依頼が届いています。 

  植竹一裕会長エレクトに転送いたしました。 

 ガバナー事務所より、地区ローターアクト年
次大会開催の案内が届いています。１１月２
８日（日）ハイブリッド形式で開催されます。 

 最後に、本日例会終了後、第７回理事役員会
を開催いたします。 

  理事役員の方はお残り下さい。 

11月結婚祝い/（左より）鳥居会員、植竹会員、
檜山会員、永山会員 

11月誕生祝い/（左より）荒牧会長、鈴木（隆）会
員、黒澤会員、鈴木（久）会員、髙木茂会員 



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 
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髙木慶一会員   渡辺美知太郎市長を歓迎し
て 

永山三芳会員   結婚祝いありがとうございま
した。 

鈴木久雄会員   誕生祝いありがとうございま
す。 

黒澤洋一会員   誕生祝いありがとうございま
す。 

荒牧明二会員   誕生祝ありがとうございます。 

檜山達郎会員   結婚祝ありがとうございます。 

鈴木隆子会員   誕生祝ありがとうございます。   

            歳に負けずにいい歳を重ね
たいです。 

卓話 渡辺美知太郎那須塩原市長 

ニコニコボックス              
瀧田雅仁スマイルボックス委員長 

次回例会  令和3年11月17日  担当 クラブ史料委員会 

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 

11月10日 欠席者（敬称略）荒井昌一 秋葉秀樹 
吉光寺政雄 月江寛智 小野安正 村山茂 北畠
大輔 戸野俊介 

前回10月27日分メークアップ(敬称略) 
秋葉秀樹 井出法 小野安正 


