
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2952回 荒牧年度第21回例会会報（第9回オンライン例会） 2022-3-9 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  ─ （出席規定の免除会員数6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 3月9日 36（6） ─（─） ─（─） ─ 

前回 3月2日 37（7） ─（─） ─（─） ─ ─ ─ 

 
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 

 皆様こんにちは、上野駅から特急ひばりに揺ら
れて黒磯駅に着き、その後路線バスに乗りかえる。
駅前を発車したバスはアーケードのある短い商店
街を抜けていく、しばらくすると急に視界が開け、
はるか下方に那珂川の流れが見える。そこに掛
かる橋が晩翠橋である。 

 この文は、晩翠橋解説シートに書かれておりま
す。名前の由来は不明ですが、晩翠とは「冬に
なっても木々の緑が変わらない」という意味があり
ます。 

 この晩翠橋は、栃木県下有数の名橋といわれて
おります。昭和7年に那珂川をひとまたぎするよう
に架けられた日本で二つ(埼玉県秩父の荒川橋
の2例のみ)しかない、橋長127.8ｍ幅員8.7ｍ水
面から23ｍの上路式ブレースト・リブ・バランスド・
アーチ（完全なアーチの左右にバランスをとる半
アーチある構造）の上部（上路）に県道が走ってい
ます。 

 明治維新後、明治政府は治安と殖産興業の面
から東北経営を重視し。これを具体的な事業とし
て推進した人物のひとりが三島通庸（1835～
1888）です。1883（明治16）年に栃木県令に就任
すると、すぐに栃木県を縦断する陸羽街道の改良 

計画に取りかかり。計画は1884（明治17）年4月
に着手され、幅4間（約7.2m）以上、両側に3尺
（約0.9m）の側溝を持つ直線的な道路がたった5

か月で整備されました。これが現在の旧国道4号
線です。 

 1929（昭和4）年の世界恐慌は日本にも未曾有
の不況をもたらし、大量の失業者が発生しました。  

 政府は失業救済事業として昭和6年度に予算総
額1,750万円の国道改良直営工事を行い。熟練
工ではない地元の失業者に仕事を提供できる事
業として道路改良が選ばれたのです。 

 しかも、雇用の確保と短期間で効果を上げるた
めに「機械力に依らず、一箇年度を限り完了す
る」ことが目標とされました。 

 江戸時代の奥州街道は大田原、黒羽、芦野を
経由して白河の関に至っていましたが、新しい国
道ルートには当時不毛の地であった那須野が原
の中央を通る原街道が選ばれました。 

 国道整備の際、那珂川に架けられたのが初代
晩翠橋です。 

 栃木県内では国道4号線の改良が行われ、
1925（大正15）年に建設された那須御用邸への
道筋にあたることから晩翠橋の掛け替えが行わ
れ。当時，晩翠橋は現位置よりも70m上流側の、
川幅が最も狭くなる部分に架けられており、前後
の取付け道路が急カーブ・急勾配になっていて通
行上危険多かったようです。 

 この橋は6年後に洪水で流失してしまい、5代目
にあたる現・晩翠橋が架かるまで、9年から15年
ごとに架け替えが行われました。 

 現在の橋は昭和6年から昭和7年に国道路線変
更工事により現在の場所に架け替えられたもの
で、力学的に最も安定した近代的な姿に変わりま
した。土木学会は「日本の近代土木遺産」の中か
ら栃木県で最初の選奨土木遺産に平成14年度
に認定しされました。 

 現在道路上からは渓谷美に溶け込んだ橋の 
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幹事報告 安藤譲治幹事 

美しさは見えなくなっていますが、川原に降り立つ
と緑豊かな渓谷の木々とのコントラストがアーチ
橋の優美さと力強さを際立たせています。 

 晩翠橋は、関東と東北を結ぶ国道4号線(県道
55号線)として長く物流の大動脈を担って来ました
が、現在は一般県道として地域の幹線道路の役
目を担っています。 

 私の日記に、昭和43年1月の3日午後7時頃、
(高校2年生当時です)那須街道と交差する信号か
ら、黒磯市内に向かう混雑状況、信号から那須町
方向の車の数137台多少の車間距離はありまし
たが、すごい混雑でした。あまりの多さに偶然数
を数えてみました。昔はバイパスがありませんで
した。（新晩翠橋は昭和51年6月に橋長174.1ｍ
で完成しました）。 

 数年前、大規模なメンテナンスを終え、現在夜
間には1,000ワットのハロゲンライト16台でライト
アップも行なわれており、那珂川の渓谷美に映え
る幻想的な空間づくりにも一役かっています。 

 今、晩翠橋を渡ると那珂川の流れや、河岸段丘
上の見事な赤松林，那須連山が目に入り，橋の
姿には気づきませんが、見事なアーチの姿を間
近で眺めるには、右岸下流側の坂道を降りて川
原に出て見上げると、晩翠橋を組み上げている部
材をひとつひとつ確かめることができます。 

 皆様も一度橋の下からの眺めをご覧になっては
如何でしょうか。 

 以上で会長挨拶を終わります。 

 有難うございました。 

 

〇参考資料 晩翠橋の歴史〇 

〒325-0043 那須塩原市橋本町・本郷町になって
おります。 

初代   明治17年～23年 那珂川淀橋70ｍ上流   

            木材トラス橋 

2代目 明治27年「晩翠橋」ここからそう呼ばれた。   

            木材トラス橋 

3代目 明治41年 木材トラス橋 

4代目  大正2年  ここからが現在の場所にかけ  

              られた。木材トラス橋 

5代目 昭和7年架け替え 綱橋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月のプログラムについて、承認されました。 

 ３月９日・１６日・３０日の例会について 

  ３月９日 公益財団法人東日本盲導犬協会 事  

  務局長 奈良部武司様 

   １６日 社会福祉協議会より活動支援金の贈呈 

   ３０日 観桜会を予定通り開催する 

   なお、本日からハイブリッド例会とさせて頂きま   

     したが、荒牧会長の意向として、 

① ＺＯＯＭだけだと決まった方しか参加されず、
会員の方の選択の幅を広げるため。 

② 三回目のワクチン摂取も進んでいる。 

③ 西那須野クラブでも会場とＺＯＯＭを併用した
ハイブリッド例会を実施してる。 

④ 石山様で会場の感染対策をしっかりしている
ため。 

⑤ 会場に参加するのに心配な方はＺＯＯＭで参
加できる。 

    等の理由から、ハイブリッド例会にすることに   

      しましたので御了承ください。 

 インターアクト研究会参加について 

   ４月２４日(日)石山さんにて開催する。 

 月江寛智会員の退会について、２月２８日付け
で退会を承認 

 年会費納入遅延者の件。入金になっていな
かった会費等の請求書を出させて頂きました
が、２月２２日に入金になったので現状維持と
して対応します。 

  

幹事報告 

 地区大会のDVDが届いています。ぜひご覧く
ださい。 

 理事役員会報告 

 ３月２日例会終了後、第１１回理事役員会が開
催されました。 

 

 ６０周年記念式典について、規模を縮小して開
催する。懇親会については後日コロナの状況
を見て開催する。 
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卓話 石山桂子雑誌委員長 

〇片田航介親睦委員長 

ニコニコボックス委員会 
瀧田雅仁委員長 

相馬征志会員     ウクライナに１日も早い平和を 

安藤譲治会員   誕生祝い結婚祝いありがとうご  

                  ざ いました 

吉光寺政雄会員 例会の再開を祝して 

瀧田雅仁会員     例会の再開を祝して。スマイル   

            ボックスも宜しくお願いいたしま  

            す。 

 

 

 

 雑誌委員会委員長の石山でございます。 

本日のプログラムは和気勝利地区委員の卓話で
したが、1月26日に外来卓話をお願いしてありまし
た例会がコロナで休会となり今日の例会と変更さ
せて頂きました。 

 私は、大田原法人会女性部で盲導犬の社会貢
献活動をしております。昨年の秋、宇都宮に事務
所がありますが、盲導犬協会の献金活動に参加
いたしました。 

 会場で盲導犬の育成の仕方、盲導犬に関わる
色々なお話をお聞きし、ロータリーの皆様にも是
非お話を聞いて頂きたいと思いまして、卓話を公
益社団法人東日本盲導犬協会事務局長の奈良
部武司様、事務担当の本津邦夫様にお願いする
事に致しました。 

 これから愛の募金箱を回しますので皆様の愛を
少しでも協力して頂けたら幸いでございます。で
は、宜しくお願い致します。 

委員会報告 稲垣政一副会長 

〇外来卓話 公益社団法人東日本盲導犬
協会事務局長 奈良部武司様 

 

 

 みなさん、こんにちは。親睦委員会の片田です。 
先般の理事・役員定例会において3月30日に観桜
会を開催されることが承認されました。 
 そこで、出欠を取りたいのですが、現状ハイブリ
ッド例会となっておりますので、後日、メールにて
出欠表をお流ししますので、ご返信ください。 
 なお、コロナの状況もありますので現時点での
ご回答で構いません。よろしくお願いいたします。 

 委員会報告をお持ちの方は挙手願います。 
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次回例会  令和4年3月16日  担当 社会奉仕委員会 

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 

3月9日  
理事会決定によりオンライン例会は全員出席 
扱いになります。 

前回3月2日分メークアップ(敬称略) 
理事会決定によりオンライン例会は全員出
席扱いになります。 

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 

講演をする奈良部様（手前） 
PC操作をする本津様（奥） 

会場とオンラインのハイブリッド例会 

クラブからの寄付をお渡しする荒牧会長 


