
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2943回 荒牧年度 第14回例会会報 2021-12-1 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  出席委員会片田航介 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 12月1日 37（7） 35（7） 2（0） 94.5％ 

前回 11月17日 37（7） 26（3） 11（4） 88.6％ 4 91.8% 

 
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 

財団表彰 

 皆さんこんにちは、先日11月13日に那須塩原
市長より大島年度ロータリー財団事業で、黒磯地
区新入学児童に「防犯ブザー」を寄付しました事
に対し感謝状を頂きました。 

 又11月20日は第17回那須塩原市小学校対抗
駅伝大会に顧問として参加をし、スターターをして
来ました。昨年はコロナ禍の為中止でした。 

 コロナ感染者が栃木県では一昨日まで6日連続
でゼロが続いておりましたが昨日3名出てしまい
ました。全国の感染者も1,000人を下回り、感染
が下火になりつつあります。そんな中コロナの新
しい株「オミクロン株」の感染がニュース等で報道
されています。世界的に広がらない事を祈るばか
りです。 

 お隣韓国では、学歴重視の社会で、入学試験
の時期になりました。毎年の様に入試に遅れる受
験生には、白バイの先導、パトカーでの送迎と至
れり尽くせりの手厚い手が差し伸べられています。
日本では考えられない光景が毎年見られます。 

 受験と言えば、孤独なイメージ。親は励ましつつ
も、じっと見守るしかありません。そんな中、沖縄
の宮古島には一風変わった高校入試の“習慣”が
あります。試験当日。お昼の時間が近づくと、高 

校の校門前には保護者や親戚など、地域の人々
が続々とやってきます。そして、午前の試験が終
わるや保護者らは校内に入り、体育館などで受 

験生を囲んで弁当を広げます。ほのぼのとした光
景は、今や島の風物詩となっています。この習慣
は、1970年ごろから始まったと言われています。 

 島の辺地から市街地の学校へ受験に臨む子供
たちに、保護者が弁当を届けたのがきっかけと言
われています。子供を大切にする気風が、今も地
域に息づいているのだろうと思います。「応援がう
れしい」 「ほっとする」 と受験生の反応も上場だそ
うです。 

 いかに時代が変わっても、子供の成長して行く
姿ほど大人の心を潤すものはないと思います。 

 日本では受験までにはまだ期間があります。卒
業・進学・進級など、子供たちにとって節目の時
に。新しい環境への変化に、希望と不安が入りま
じる子供もいると思います。そんな一人一人に、
家族のように寄り添い、励ましの風を送りたいも
のです。 

 先日、中学生が同級生を殺傷した事件がありま
した。先生方、両親、友人たちも加害者の心に寄
り添えなかったのか、問題を起こす前に助けられ
なかったのか残念です。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございま
した。 

 以下の皆様が財団から表彰を受けまし
た。おめでとうございます。 
 
〇ポールハリスフェロー 
 荒牧明二会長 
 大島三千三会員 
 稲垣政一会員 
〇ベネファクター 
 村山茂会員 

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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〇髙木慶一ゴルフ愛好会会長 

 委員会報告をお持ちの方は挙手願います。 

 荒牧年度第1回コンペを11月21日那須伊王野
カントリークラブで開催いたしました。 

 久しぶりに8人の参加で楽しくラウンドいたしま
した。 

 優勝は井出法会員、2位が瀧田雅仁会員、3位
が和気勝利会員でした。 

 次回開催は来年になります。日時決定次第ご
案内いたしますので奮ってご参加下さい。 

委員会報告 稲垣政一副会長 

ベネファクター  

〇永山三芳広報委員長 

 皆さんこんにちは、広報委員会の永山です。 

 先日お知らせしました黒磯ロータリークラブデジ
タルフォトコンテストですが、今日現在、応募作品
が非常に少ない状況にあります。このままですと
現在応募された方が、豪華賞品を総取りとなりま
すので、まだ応募されていない会員の皆様は是
非ご応募下さい。よろしくお願いします。 

 

ポールハリスフェロー 

 亡き祖母の葬儀に際し、皆さまよりご厚志を賜り、
ありがとうございました。 

 戦後間もない昭和20年9月に黒磯に嫁いできて
以来、街の皆様には大変お世話になり、ありがと
うございました。重ねて御礼申し上げます。 

〇藤﨑善隆会員 
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藤﨑善隆会員 祖母の葬儀にあたり御香資賜り 

          ありがとうございました。 

稲垣政一会員 結婚祝ありがとうございます。 

 

ニコニコボックス  時庭稔委員 

年次総会 

開会 安藤譲治幹事 

 年次総会に先立ち、先日お伝えしていた細則変
更の決議をいたします。 

 定款細則検討委員会より提案のあった、クラブ
細則第７条 会員の種類に 

 第５節(a)(b)を追加する件です。 

 内容は 

  第５節 出席規定の適用免除会員 

 (a)クラブ定款第１２条第３節（b）により、出席規
定の適用免除が理事会で承認された場合、その
会員のクラブ在籍中は出席規定の適用免除   
は継続される。 

 なお承認後、出席規定の適用規定の適用免除
を取り下げる場合は、書面をもって幹事に提出
し、理事会の承認を得る。 

 (b)幹事は出席規定の適用免除会員の氏名を、
年度末に次期幹事並びに出席委員会委員長に
引き継ぐ。というものです。 

 質問・異議のある方は挙手お願いします。 

  

 採決いたします。賛成される方は拍手をお願い
します。 

 黒磯ロータリークラブ年次総会を開会いたしま
す。 

 規定により議長は会長が務める事（細則第４条 

第１節）となっておりますので、荒牧明二会員よろ
しくお願い致します。 

 

  

  

議事 荒牧明二会長 

〇誕生祝・結婚祝 

12月結婚祝 稲垣会員 

    12月誕生祝 戸野会員（欠席）  

 

 

  

  

 黒磯ロータリークラブ細則第5条（会合） 第1節に
より、本クラブの年次総会は、毎年12月31日まで
に開催されるものとし、次年度の役員及び理事を
選出すること、また、細則第1条の4により会員数
の1/2をもって定足数となっております。 

 本日の出席数は、30名ですので、年次総会は
成立致します。また、本日の年次総会議事録作成
にあたり、議事録署名人に佐藤 博君、田中 徹君
のお二人にお願い致しました。 

 第一号議案年次役員と理事の選出についてご
審議頂く次年度役員と理事の選出については細
則第3条第1節に基づき、去る11月10日午前11時
より割烹石山にて理事役員指名委員会が開催さ
れました。 

 その結果、植竹一裕君、荒牧明二君、 

幹事報告 安藤譲治幹事 

 ガバナー事務所より財団ニュースが届いてい
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。 

 那須塩原市スポーツ振興課より、小学校対抗
駅伝競争大会公演の御礼状が届いています。
井出法社会奉仕委員長にお渡しいたしまし
た。 

 本日例会終了後、第８回理事役員会を開催し
ます。理事役員の方はお残り下さい。 
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荒牧明二会長より 

 それでは総会を再開致します。まず、植竹一裕
次年度会長より担当職務とお名前を発表して頂き
ます。 

 植竹一裕次年度会長より、次の通り担当職務と
名前の発表を行った。 

〇役員 

 会長 植竹一裕君 

 直前会長 荒牧明二君 

 会長エレクト（副会長兼務） 稲垣政一君 

 副会長（クラブ奉仕兼務） 藤﨑善隆君 

 幹事 大島三千三君 

 会計 髙木茂君 

 会場監督 田中徹君  

〇理事 

 クラブ奉仕委員長（副会長兼務）藤﨑善隆君 

 職業奉仕委員長 吉光寺政雄君 

 社会奉仕委員長 鳥居輝一君 

 国際奉仕委員長 澤田吉夫君 

 青少年奉仕委員長 井出法君 

 ロータリー財団委員長 村山茂君 

選任挨拶 

ご快諾いただきました理事役員候補者の承認に
つきましても、ご了解を賜りました事御礼申し上げ
ます。 

 次年度方針については来年開催されますペッツ
等を踏まえて検討してから皆様にお伝えいたしま
す。 

 60周年を迎え脈々と続いている黒磯クラブの伝
統と格式を再認識し、まずは会員の皆様との親交
を更に深め、共に奉仕活動に努めていきたいと思
います。 

 活動地域については、那須ロータリークラブが解
散した事が残念な事です。それに伴い、黒磯クラ
ブの所在地域が那須塩原市・那須町となりました。
奉仕地域が拡大している事を理解した上で、奉仕
活動に邁進出来ればと思っております。 

 新しい地域情報や新鮮な風を求め、外来卓話を
積極的に進めていきたいと思っております。今ま
で歴代の那須塩原市長に外来卓話をお願いして
おりましたが、次年度につきましては、那須町長に
もお願いが出来ればと考えております。 

 これからの半年を有効に過ごすために会員の皆
様に色々とお聞きする事があるかと思います。そ
の時は色々とご教授の程よろしくお願いいたしま
す。 

 これからもご指導ご鞭撻をよろしくお願い申し上
げ挨拶とさせていただきます。 

 

  

  

〇植竹一裕次年度会長 

〇稲垣政一会長ノミニー 

〇 休憩 

〇 再開 

稲垣政一君、藤﨑善隆君､大島三千三君、髙木 

茂君、田中 徹君、吉光寺政雄君、鳥居輝一君、
澤田吉夫君、井出 法君、村山 茂君の12名が候
補者として選出されましたのでご審議をお願い致
します。 

 質疑を求めるに無く、質疑を打ち切り採決を行っ
た結果、満場一致で承認されました。 

 では、次年度理事役員として承認された方々は、
別室にて担当職務を決定して頂きます。  

  

 まずは、皆様に次年度会長就任を快くご承認を
いただきました事厚く御礼申し上げます。 

 改めまして植竹でございます。併せて先月開催
いただきました理事役員指名委員会において 

 この度、会長ノミニーを仰せつかりました稲垣で
ございます。皆様に一言ご挨拶申し上げます。 
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次回例会  令和3年12月8日  担当 クラブフォーラム五大奉仕委員会 

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 

12月1日 欠席者（敬称略）吉光寺政雄 村山茂 前回11月17日分メークアップ(敬称略）       
井出法・田中徹・髙木慶一・藤﨑善隆 
 

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 

黒磯ロータリークラブ次年度理事役員 

  

〇大島三千三次年度幹事 

   

会計中間報告 
〇髙木茂会計 

 今年度もコロナ禍で、例会の内容も変わっており、
支出も例年とは違っております。  

 出席会員に中間報告（2021年11月15日現在）の
内容を配布して説明をいたしました。  

 欠席会員で報告書をご覧になりたい方は私までご
連絡ください。       

〇藤﨑善隆次年度副会長 

   

  この度、副会長・クラブ奉仕委員長の重責を仰
せつかりました藤﨑です。 

 植竹会長をお支えし、その方針の下にクラブ奉
仕各委員会の連携のため努力致して参ります。
経験不足、未熟ではございますが、皆さまのご協
力を頂き頑張って参りますので宜しくお願い申し
上げます。 

 

 会長ノミニーは、次の次に会長となるための貴
重な準備の時間と理解しております。 

 ロータリーに入会し9年となりますが、まだまだ
分からないところが数多く、この大切な期間を自
己研鑽に励みたいと思っております。 

 また裏方から、次期植竹会長の目標の達成をと
もに目指したいと思っております。つきましては、 

今後とも皆様のご指導ご鞭撻を賜りますよう、よ
ろしくお願いいたします。  

 以上、簡単ではございますがご挨拶とさせてい
ただきます。 

 

 

 皆様にご迷惑をかけないよう頑張りますので、
ご指導ご協力宜しくお願い致します。 

 


