
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2946回 荒牧年度 第16回例会会報 2022-1-5 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  出席委員会平山博委員長 （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 1月5日 37（7） 次回（-） 次回（-） 次回 

前回 12月8日 37（7） 34（5） 3（2） 97.1％ - - 

 
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 

 皆様明けましておめでとうございます。 

 今年は、昨年より良い年になりますように。 

 全国でコロナのオミクロン株の感染第６波が始
まりつつありますが、今日は2年ぶりの新年会で
す。ご婦人の皆様も心置きなく楽しみ、たくさん飲
んで帰って下さい。 

 今年の干支は寅年です。寅年の人の性格は正
義感が強く、たとえ逆境にあっても立ち向かう強さ
をもっている人が多いようです。職場などでは
チームワークよりも個人プレーを好みますが、持
ち前のチャレンジ精神と完璧主義の性格から、失
敗を恐れることなく成果につなげるようです。 

 また、ロマンチストで情熱的性格で、理想を押し
付ける傾向が強いみたいです。反面繊細で傷つ
きやすい一面もあるようです。 

 話は変わります。江戸時代の諺に、初夢に見る
と縁起が良いとされるものを、めでたい順に並べ
たことわざに「一富士二鷹三茄子」があります。諸
説有りますが、一番目の富士山は、日本一高い
山で、裾野が末広がりであること、その他に「不
死」「無事」で健康を、語呂合わせから来ていると
の説があります。二番目の鷹は「高い」「貴」と言う
語呂が合っており、賢さと強さを合わせ持った鷹 

が、気高く高く飛び立つ様に掛けて出世を意味し
ます。三番目の茄子は、当時は高価な食材で
あったことと、物事を「成す」に掛けたようです。 

 また、日本三大仇討ちが語源という説もありま
す。 “富士”山の裾野で果たされた曾我兄弟の仇
討ち、主君浅野家の紋所が“鷹”の羽だった赤穂
浪士の討入り、 そして、“茄子”の産地である伊賀
で大願を“成す”に至った伊賀上野の仇討ちからき
ている説。 

 もっともらしい説によりますと徳川家康が駿府城
にて、富士を眺めながら、鷹狩りをして、静岡産の
茄子を食するのが一番と言われたそうです。 

 現代においては、一見悪い夢のようであっても、
良い意味だと捉える夢もあるようです。実際に見
た夢が、どのような夢であっても、今年一年を暗
示するような重要なことを、感じ取れるかもしれま
せん。 

 夢は、見ようとして見ることは難しいものです。し
かし、現実の夢、目標は、心に描きチャレンジする
ことで手繰り寄せることが出来ます。新年にあたり、
達成したいビジョンを明確にしたいものです。 

 今年は夢でなく現実なことが有ります。それは、
黒磯ロータリークラブ創立６０周年記念式典で有
ります。創立６０周年記念式典が４月13日にあり
ます。田中徹委員長を先頭に各委員会の委員長
様をはじめ委員の皆様には大変ご苦労をお掛け
します。田中徹委員長には、運営から人選に至る
まで全て一任しております。必ず素晴しい記念式
典が出きると思います。 

 また、式典当日までに、本年度の計画で掲げて
おります。会員増強2名を必達で出来ますよう、皆
様のお力添えをお願いします。 

 最後に、皆様の会社のますますの繁栄と、皆様
の健康と活躍を願い、素晴しいスタートを切りまく
りたいと思います。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございま
した。 
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〇髙木茂会計 

 委員会報告をお持ちの方は挙手願います。 

委員会報告 稲垣政一副会長 

幹事報告 安藤譲治幹事 

 新年あけましておめでとうございます。口座より 

1 月 20日（木）に引き落としさせていただきますの
でよろしくお願いいたします。  

 後期分会費 90,000円 

 11 月 17 日夜間例会会費 出席者 4,000 円  

 旅行会費（1 月～3 月）旅行会会員 9,000 円 

 ロータリーの友事務局より、ロータリーの友女
性会員の声アンケートの依頼がありました。石
山会員・鈴木隆子会員に転送いたしました。 

 ガバナー事務所より、2022年度米山記念奨学
生の世話クラブ募集の案内が届いています。
次の理事役員会で協議いたします。 

1月誕生祝い/結婚祝い 

結婚祝い  

井出会員、平山会員、秋葉会員（欠席）、
瀬尾会員（欠席）、月江会員（欠席） 

 

誕生祝い  
石山会員、井出会員、瀧田会員（欠席） 

ニコニコボックス  時庭稔委員 

 国際ロータリー日本事務局より、変異株「オミク
ロン株」の東京都認定の濃厚接触者数が
1,000名を超えた（12月20日時点）こと、ならび
に市中感染を含む急速な感染拡大の懸念を
受けて、在宅勤務を延長させて頂くとの連絡が
ありました。 
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植竹一裕会員  明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願い致します。 

片田航介会員  新年明けましておめでとうござ     

           います。今年こそ世の中が落ち
着きますように。 

永山三芳会員   明けましておめでとうございま   

           す。 

 

 新  🌷  年  🌷  会 

鳥居輝一会員  明けましておめでとうございま 

           す。本年こそ新型コロナウィル  

           スの終息を願います。 

平山 博会員   明けましておめでとうございま  

           す。結婚祝いありがとうござい  

           ます。 

石山桂子会員  誕生祝いありがとうございます。 

委員長挨拶 片田航介親睦委員長 

 皆さん、明けましておめでとうございます。 

ご周知のとおり、コロナウィルスも手を変え品を変
え、デルタ株の次はオミクロン株と手を緩めてくれ
ません。 

 そんな中、今年はなんとか夜間での新年会の開
催にこぎ着けることが出来て、良かったなと思い
ます。 

 ご準備していただいた割烹石山の皆様ありがと
うございます。 

 それでは会長挨拶をお願いしたいと思います。 

荒牧明二会長よろしくお願いいたします。 

  
乾杯 檜山達郎会員  
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恒例の餅つき 

荒牧会長の力強い一振り！ 
稲垣副会長、安藤幹事の絶妙な 

コンビネーション 
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デ ジ タ ル フ ォ ト コ ン テ ス ト 表 彰 式 

最優秀賞 

片田航介会員 
準最優秀賞 

大島三千三会員 

受賞作品 

那須高原にかかる「虹」 

受賞作品 

朝紅（けしょう） 

優秀賞 

藤﨑善隆会員 

受賞作品 

「暖炉の煙と茶臼の星空」 
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次回例会  令和4年1月19日  担当 職業奉仕委員会 職場訪問（等覚院様へ訪問） 

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 

出席報告は次週報告になります。 

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 

中締め 植竹一裕副会長 

佳作 

平山会員 髙木会員 安藤幹事         
和気勝利会員（欠席） 

平山会員                                
受賞作品 「紅葉」大田原佐久山公園  

 

 

髙木会員                                
受賞作品 「薄暮の17番」 

那須ゴルフ倶楽部17番ホール  

 

安藤会員                                
受賞作品 「5分間の奇跡」那須塩原駅 

和気会員                                
受賞作品 「二枚橋からの那須山」二枚橋 


