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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2955回 荒牧年度第24回例会会報 2022-4-6 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  渡辺裕雄会員 （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 4月6日 36（6） 30（4） 6（2） 88.2％ ― ― 

前回 3月30日 36（6） ─（─） ─（─） ─ ─ ─ 

 
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、桜の花が咲きました、私は、一
年で一番好きな季節が来ました。なんとなく心ウ
キウキします。 

 オランダの心理学者たちが、次のような実験を
行ないました。大学生を二つのグループに分け、
一つのグループには毎日、身近な人への感謝を
書き続けてもらう。別のグループには、毎日五つ、
人に親切を行なう。それぞれ内容や実感などを一
週間記録しました。 

 幸福感や満足度が高まる効果はどちらも同じで
した。異なっていたのは、気持ちの持続でした。感
謝の手紙を書いたグループは幸福感がすぐになく
なったのに対し、親切を行なったグループはポジ
ティブな感情が続く傾向にあった。 

 この実験が示す一つは、日常の生活において、
「人と触れ合う」ことで得るものの大きさです。日本
赤十字社が昨年12月に実施した調査では、およ
そ3人に1人の高校・大学生が将来の社会生活の
不安に関して「新しい人間関係を築くのが困難」と
答えています。 

 SNSなどを活用する若者の間にもコロナ禍で孤
立・孤独が広がり、日本赤十字社は、「必要な経
験が得にくい環境であったことを周囲の人々が 

考慮し、寄り添いながら見守っていく」ことの大切
さを指摘しています。 

 今、進学・進級のシーズンです。期待と不安が
入り交じる季節です。新しい環境へ一歩ふみ出し
た子や孫に、真心のエールを送っては如何でしょ
うか。 

 話は変わります、「春の全国交通安全運動」が
今日から始まりました。15日までです。重点は「子
供を始めとする歩行者の安全確保」など。4月は
就職や転勤、入学など生活環境が変化することも
多いです。だからこそ、交通安全の意識を強くし、
無事故を期してゆきたいものです。 

 警視庁によると、交通事故で死亡した小学生以
下の子供は2017年～21年の5年間で217人に上
るそうです。警視庁の担当者は「子供や保護者に
は、横断時に手を挙げるなどの安全教育を進め
ることが大事」と呼び掛けております。 

 就学前と違い、小学校に上がると、子供たちの
行動範囲は格段に広くなり、親の目の届かない時
間も増えてきます。それだけに、子供たち自身の
交通安全意識を高めることが大事です。例えば、
親子で外出した際の交通ルールや地域の危険箇
所などを繰り返し確認すると共に親がお手本を示
すことも大切と言われます。 

 また、自動車やバイクを運転する人は、通園・通
学時間帯には、「子供の飛び出しがあるかもしれ
ない」との危機意識を持って運転するようにしま
しょう。 

 自転車に乗る際も十分注意が必要です。近年、
健康志向で自転車を利用する人も増えています。
その一方で、信号無視や一時不停止などルール
違反の運転が原因で事故も多く発生しています。 

 警視庁によると、昨年の自転車運転による死者
数のうち、約75％が法令違反によると言います。
自転車に乗る際は常に『車両』の意識を忘れない
ことが重要です。 

 運転中に携帯電話で通話したり、ヘッドホンなど 
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幹事報告 安藤譲治幹事 

委員会報告 稲垣政一副会長 

〇髙木茂会計 で音楽を聞いたりしながらの「ながら運転」は厳禁
です。「これくらいはいいだろう」と言うという油断
が、大事故に繋がりかねないです。ハンドルを握
る前は「絶対に事故を起こさない」と心掛けましょ
う。 

 家族の安穏を願い、「経験がものを言うなんて
思わないで安全運転あるのみ」です。ロータリア
ンとしては、「他の模範になるよう十分に注意し用
心して運転しましょう」。 

 私たちは断じて、「事故に遭わない」「起こさな
い」と決意すると共に、互いに交通安全のルール
を再認識し、無事故の日々を送っていきましょう。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございま
した。 

 ガバナー事務所より、上期 例会プログラム集
が届いています。 

   鳥居輝一プログラム委員長に転送いたしまし   

     た。 

 本日例会終了後、第１２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。 

 記念行事準備積立金  会員全員 10,000円 

 新年会会費        出席者   4,000円 

 観桜会会費        出席者   4,000円 

 旅行会会費（4月～6月）会員     9,000円 

   以上 4月20日に引き落としさせて頂きます。 

    よろしくお願いいたします。 

誕生祝/結婚祝  
片田航介親睦委員長 

4月誕生祝  

鳥居会員、稲垣会員、檜山会員、 

藤﨑会員（欠席） 
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〇60周年実行委員会  
安藤譲治総務委員長 

卓話 クラブ協議会 

〇進行 安藤譲治幹事 

  総務委員会では、招待客・クラブへの案内や記
念品等の調達、看板等の用意になります。 

 今回、縮小した式典になりますので、招待する
のは渡辺美知太郎市長のみですが、秘書課には
案内を出して了解をもらっています。 

 他の招待客は無いですが、ガバナー補佐と第１
グループのクラブには式典開催とお呼びできない
との報告をさせて頂いています。 

 また、記念誌の祝辞依頼者への記念品や、歴
代会長幹事、在籍４０年以上・３０年以上・２０年
以上の方への記念品。例会提供や事務局員への
記念品等は手配済みです。 

 まだ、準備する物がありますが、式典までには
間に合うと思います。 

 来週よろしくお願いします。 

〇60周年実行委員会  
秋間忍記念誌委員長 

ニコニコボックス委員会 
時庭稔委員 

秋間忍会員   お陰様で市民テニス講習会は盛  

             況でした。 

植竹一裕会員   孫が生まれ今一緒に暮らしてお  

              ります。 

泉道夫会員     誕生月（3月）のお祝いありがと 

            うございました。 

稲垣政一会員   誕生祝いありがとうございまし 

           た。 

鳥居輝一会員  誕生祝いありがとうございまし 

           た。 

黒澤洋一会員  結婚祝いありがとうございまし  

           た。 

鈴木久雄会員  結婚祝いありがとうございまし 

           た。 

檜山達郎会員  誕生祝いありがとうございまし  

           た。88歳米寿になりました。 

           孫が歯科大学に入学出来ました。  

            特待生6年間の学費半額助かり           

              ます。宜しくお願い致します。 

 

 

4月結婚祝  

黒澤会員、鈴木会員、渡辺会員 

 総務委員会は私の他、副委員長に佐藤博会
員・委員に秋葉会員・植竹会員・時庭会員の５名
の構成になっています。 

 この度創立６０周年記念誌委員長を仰せつかり
ました秋間 忍です。 

 記念誌委員会は他に副委員長の稲垣政一さん、
委員の相馬征志さん、吉光寺政雄さん、藤崎義
隆さん、瀧田雅仁さんの６名で構成されておりま
す。 

 昨夜開催された第２回目の記念誌委員会で取
材、写真撮影、編集などの役割担当が決まり、創
立６０周年記念誌の構成や各ページの内容につ
いて意見が交わされました。 

 記念誌全体の構成では、２０、３０、４０周年に発
刊された記念誌を参考に６０周年にふさわしい 
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 委員会は鈴木久雄副委員長に委員に檜山達郎
会員、澤田吉夫会員、平山博会員、瀬尾紀夫会
員の6名の構成です。 

 2021年12月1日から15日まで会員に記念事業
に何がいいかご意見などアンケートを実施しまし
た。アンケートの取りまとめをして12月22日第1回
の委員会を開催し委員から意見をお聞きしました。  

 アンケートは自動車を市社会福祉協議会に寄贈
と黒磯駅前に時計塔を設置が大半でした。社会福
祉協議会黒磯支所で車の寄付を受けられかの確
認と時計塔との見積合わせをして1月19日第2回
委員会を開催しました。 

 予算が上限180万円でしたので147万円のダイ
ハツ・ミライースＸリミテッドＳＡⅢに黒磯ロータリー
クラブ創立60周年記念の文字を書いて寄贈する
事に決定いたしました。2月2日ｚｏｏｍで理事会に
参加提案通り理事会承認され、相馬自動車商工
に発注いたしました。  

   

 昨年大島三千三年度に創立６０周年を迎えました。
しかしご承知の通りコロナ禍にあり次年度に持ち越
しとなりました。そして迎えた荒牧明二年度は更に
感染力が増したオミクロン株の猛威にさらされてお
ります。  

 結果、実行委員会としては悩みに悩んだ末に通
常の式典は取り止め拡大例会として執り行う旨を
理事役員会に上程、承認を頂きました。  

 先ほど担当委員会より報告されました通り次週４
月13日の例会は役２時間程度を予定しております。 

 地区ガバナーをはじめ来賓のいない６０周年記念
ですがご理解を頂きたいと思います。 

 では次週１３日水曜日、よろしくお願いいたします。 

〇60周年実行委員会  
髙木慶一記念事業委員長 

〇60周年実行委員会  
田中徹実行委員長 

内容にしてはどうかとの意見もあり、相馬征志さ
んからお借りした各周年の記念誌、及び石山の
書庫にある過去の記念誌を参考にさせていただ
いております。 

 大まかな捉え方としては、２０周年記念誌には
黒磯ロータリークラブ創立からほぼ２０年間の記
録が総括的に掲載されていること、５０周年記念
誌には創立半世紀の節目ということもあって黒磯
ロータリークラブ５０年の歴史を振り返る内容が盛
り込まれていること、そして３０、４０周年に発刊さ
れた記念誌にはその年から遡ること５年間の活
動報告が中心に掲載されていることが理解できま
す。これらのことを勘案し、既に贈呈式を終えてい
る創立６０周年記念事業、来週行われる記念式
典を内包した拡大例会、及び開催予測が難しい
懇親会（反省会）の全てを取材してから最終的な
記念誌構成を決める予定でおります。 

 本日も例会場入り口で会員紹介欄に載せるた
めの写真撮影をさせていただいております。創立
６０周年に相応しい記念誌発行に向けて記念誌
委員一同誠意努力いたしますので各位のご指導、
ご協力の程よろしくお願い申し上げます。 

 3月24日が大安ですので、納車を24日に決定 

しました。那須塩原市社会福祉協議会会長、片桐
計幸氏に鍵をお渡しして荒牧明二会長挨拶、片桐
会長に挨拶を頂き記念写真撮影をして簡単な納車
式を行いました。 

 13日の60周年拡大例会では渡辺美知太郎市長
にご出席頂き寄贈した自動車の写真と鍵を荒牧会
長から贈呈します。 

 その後石山玄関前で市長とともに会員全員で記
念撮影をいたします。 

〇60周年実行委員会  
村山茂記念式典委員長 
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次回例会  令和4年4月13日  創立60周年記念式典 担当 田中徹実行委員長 

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 

4月6日欠席者（敬称略） 
秋葉秀樹 荒井昌一 井出法 瀬尾紀夫    
戸野俊介 藤﨑善隆 

前回3月30日分メークアップ(敬称略) 
秋間忍 時庭稔 永山三芳 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 


