
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2956回 荒牧年度第25回例会会報 2022-4-13 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 4月6日 36（6） 31（4） 6（2） 93.9％ ― ― 

前回 4月6日 36（6） 30（4） 6（2） 88.2％ 2 93.7％ 

 
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 

 本日ここに黒磯ロータリークラブ創立60周年記
念式典を開催するにあたり、那須塩原市長渡辺
美知太郎様にご臨席を賜り誠にありがとうござい
ます。会員一同心より御礼申し上げます。 

 従来ですと国際ロータリー第2550地区ガバナー
石田順一様はじめ多数のご来賓の方々のご臨席
を賜り式典を華々しく催すことが出来ず残念でな
りません。 

 さて、このロータリークラブは1905年アメリカの
シカゴにてポールハリスを中心に仲間4名の会合
からスタートして、奉仕と親睦を中心に活動しなが
ら、その後世界的に発展を遂げ、2005年には100

周年を迎え、今年2022年には、全世界で200以
上の国と地域に33.000あまりのクラブ数、会員数
121万人以上を数え、日本のロータリークラブとし
ては2022年1月時では34地区、クラブ数2,232ク
ラブ、会員数86,510名に至るようになりました。 

 当黒磯ロータリークラブは宇都宮ロータリークラ
ブをスポンサークラブに、1960年9月17日に創立
総会を黒磯町産業会館にて開き、1960年10月24

日に国際ロータリーより承認され、先週の例会で
２９５５回を迎えるにいたりました。 

 1960年創立時に24名にてスタートした当クラブ 

は、1996年の69名をピークとして、今年度のス
タート時には、37名での出発でした。 

 各種の活動では、黒磯ロータリークラブが提唱
し、青少年育成のためのインターアクトクラブが県
立黒磯高等学校に誕生し、２００４年６月６日に伝
達式が行なわれ、正式に発足しております。 

 また、会員一丸となり２０名を越える米山奨学生
の育成、１０名を超える交換留学への献身的な取
り組み等を行なっています。また、周年記念事業
の一環とし市教育委員会・社会福祉委員会等へ
記念品の贈呈・ロータリー財団地区補助金を利
用した各種記念品の贈呈、国際奉仕事業として、
タイ国へ消防車の寄贈等を行なっております。 

 そしてこの60年の長きにわたり、この様に無事
会が継承されロータリー活動が出来きますことは、
ひとえに本日御来賓の皆様やたくさんの関係者
皆様のご支援、ご援助の賜物と改めて御礼を申
し上げますと同時に、ここまで黒磯ロータリークラ
ブを支えていただいた諸先輩にも改めて敬意を
はらわさせていただきたいものと考えております。 

 今年度の国際ロータリークラブ会長シエカー
ルー・メータ氏は「奉仕しよう みんなの人生を豊
かにするために」と提唱され、国際ロータリー第
2550地区石田順一ガバナーは、そのテーマを受
け、「未来のクラブを描きましょう」と私たちロータ
リアンにメッセージを送っていただきました。 

 私たち黒磯ロータリークラブの会員がいかにこ
の地域での活動、そして日本を含めた世界への
奉仕の大切さ、素晴らしさを肌で感じるメッセージ
と考えております。 

 そして地域社会・地域の皆様にこのロータリー
活動をさらに広く理解していただくよう努力し、こ
れからの益々活発な奉仕活動をお約束していき
たいと、この創立60周年記念式典を機に心新た
に決意をいたしているところでございます。 

 今後さらに継承・発展させていくためにも皆様の
ご理解とご支援を賜りますよう心よりお願い申し 
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物故会員に対し黙祷 

開会の辞 田中徹実行委員長 

国歌斉唱 

上げます。 

 最後に本日ご出席をいただいた皆々様の益々
のご健勝とご繁栄を心よりご祈念申し上げ、挨拶
とさせていただきます。 

 本日は誠にありがとうございました。 

60 周 年 記 念 式 典 

2018年2月17日   室井次男 様 

2019年12月29日 福田逸男 様 

会員一同、ご冥福をお祈り申し上げます。 

 やっとこの日を迎えることが出来ました。 

 2020年大島三千三年度に“順番だから”と創立
60周年実行委員長に指名された時からコロナ憎
しの日々でした。  

 2020年末大島会長に年度内には出来そうもな
い旨を伝え理事役員会にて検討をお願い致しまし
た。結果、次年度送りとなりました。 

 大島会長にとっては残念！の一言であったろう
と申し訳なく思っております。 

 実際には今年度の方が形を変えたオミクロン株
の勢いが強く実施か、延期か、中止かの判断に悩
む毎日、だが60年と大きな節目、簡単に中止には
出来ないと簡素化し、記念例会として開催するこ
とを理事役員会に上程し承認を頂き今日開催とな
りました。 

 中でも記念事業は髙木委員長のもと那須塩原
市社会福祉協議会へ業務の足となる車を贈呈す
ることになりました。 

 地区ガバナーをはじめとしたロータリー関係、そ
の他お手伝いをさせて頂いている団体など招待
者のいない寂しさの残る記念例会ですが渡辺 

                     

那須塩原市長様は昼食の時間を割いてお越し頂き
ました。感謝申し上げます。 

 では、一時間と短い時間ですがよろしくお願い致
します 

ロータリーソング「奉仕の理想」 

来賓紹介 

渡辺美知太郎那須塩原市長 

記念事業（キーの贈呈）渡辺市長へ 

〇来賓祝辞 渡辺美知太郎那須塩原市長 

 ただいまご紹介を頂きました、那須塩原市長の
渡辺美知太郎でございます。黒磯ロータリークラ
ブが本日、創立60周年記念式典を迎えられまし
たこと、心からお喜び申し上げます。 

 60年という長い歩みの中では、様々な困難が
あったことと存じますが、歴代の会長様はじめ会
員の皆様方の御尽力の賜物であり、心より敬意
を表します。 

 黒磯ロータリークラブは、1961年の創立以来、
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2015～2016年度 和気勝利会長 
             秋葉秀樹幹事 
            （欠席） 

地域社会及び国際社会への奉仕活動を行ってお
り、市内のボランティア活動団体にも資金援助を
していただいているほか、市内高等学校と合同で
の那須塩原駅前清掃活動なども実施いただいて
いると伺っております。 

 那須塩原市に対しましてもこれまで多くの寄附
を賜っており、この度の創立60周年においては、
那珂川河畔公園に最新式のLED照明を設置いた
だきました。市民を代表し御礼申し上げます。 

 本市では、ICTを活用した「分散型地域づくり」
や、「東京一極集中から地方への分散」の流れを
取り逃がさない交流・教育・ビジネス産業の拠点
づくりなど、アフターコロナを見据えた取組を進め
てまいりますので、今後とも、御支援と御協力を
賜りますようお願い申し上げます。 

 結びに、黒磯ロータリークラブがさらに大きく飛
躍し、ますます地域社会や国際社会に貢献され
ますこと、併せまして会員の皆様の御健勝と御多
幸を御祈念申し上げ、お祝いの言葉とさせていた
だきます。 

 本日は、誠におめでとうございます。 

祝電披露・祝辞の紹介          
安藤譲治幹事 

記念事業発表 
 ロータリー財団 
 ロータリー米山記念奨学会 
 荒牧明二会長 

表彰及び感謝状贈呈 

2016～2017年度 
2018～2019年度 村山茂会長 
             植竹一裕幹事（代表） 

2017～2018年度 髙木茂会長（代表） 
             稲垣政一幹事 

2019～2020年度 吉光寺政雄会長（代表） 
             藤﨑善隆幹事 

在籍40年以上 42年相馬征志会員 

在籍40年以上 40年佐藤博会員 
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         在籍30年以上 
       37年 黒澤洋一会員（代表） 
       35年 鈴木久雄会員 
       32年 時庭稔会員 
       31年 髙木慶一会員 
       30年 鳥居輝一会員 

〇受賞者代表謝辞 相馬征志会員 

         在籍20年以上 
       29年 秋間忍会員（代表） 
       28年 田中徹会員 
       27年 荒井昌一会員 
       〃年 髙木茂会員 
       〃年 平山博会員 
       25年 瀬尾紀夫会員 
       22年 澤田吉夫会員 
       〃年 石山桂子会員 
       〃年 和気勝利会員 

例会場提供感謝状 石山桂子様 

事務局員感謝状 嶋中恵子様 

 本日の黒磯ロータリークラブ創立60周年記念式
典にあたり過去５年の歴代会長・幹事及び長期在
籍会員等に対し表彰を賜り有難う御座いました。
受賞者を代表してお礼の挨拶を述べさせて頂きま
す。 

 私、１９７９年春、本クラブの先輩に誘われて入
会しましたがその当時のことを今でもはっきり覚え
ております。 

 入会前までは「ロータリークラブとは単なる奉仕
活動を目的とした団体の一つ」との認識でしたが、
入会後ロータリー活動の持つ特殊性に驚き感心
したものです。 

 社会奉仕・国際奉仕等の活動も私の思っていた
それと趣を異にする独特ものもありましたが、
個々の会員が自身の職業を通じて社会に奉仕す
ることを求める「職業奉仕」の四文字には特別新
鮮な響きを感じたものです。 

 ロータリークラブを単なる社交クラブだと評する
方もおられますが、私は黒磯ロータリークラブのメ
ンバーとして迎えられたことにより多くの方々と交
わる機会が得られ、これが為人生をより豊かに送
れたように思います。 

 改めて入会を勧めて下さったこの先輩に感謝申
し上げます。 

 創立６０年を迎えた黒磯ロータリークラブがこの
後も「奉仕の理想」を旗印に会員相和して発展し
続けるものと信じております。 

 本日は本当に有難う御座いました。 
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次回例会  令和4年4月20日  地区情報 担当 秋間忍地区委員 

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13日欠席者（敬称略） 
秋葉秀樹 荒井昌一（免）小野安正 和気勝利
（免）戸野俊介 

前回4月6日分メークアップ(敬称略) 
井出法 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 

ニコニコボックス委員会 

井出法会員     祝黒磯RC60周年 田中実行委員長他実行委員会の皆様お疲れ様でした 

藤﨑善隆会員      60周年を祝って 

泉道夫会員        60周年おめでとうございます 

植竹一裕会員      60周年を祝して 

瀬尾紀夫会員      創立60周年を祝いまして 

田中徹会員        やっとこの日を迎えられました 

安藤譲治会員      創立60周年を記念して 

大島三千三会員   60周年おめでとうございます 

澤田吉夫会員     60周年を祝して 

村山茂会員       60周年を記念して 

佐藤博会員       在籍40年表彰ありがとうございました。 

平山博会員         創立60年記念式典を祝して 

髙木慶一会員       創立60周年を祝して 

時庭稔会員         創立60周年を祝して 

渡辺市長       おめでとうございます 

石山桂子会員       創立60周年を祝して 

 

 写真撮影（那須塩原市に寄贈した車両と渡辺市長とともに） 

閉会の辞 鳥居輝一副実行委員長  本日はご苦労様です。 

 コロナ禍で一年以上の延長になりましたが会員の
皆様のご協力によりまして無事式典がこのような形
で締めくくる事が出来ました。ありがとうございます。 

 また実行委員会の各委員長さんには大変お世話
になりました。改めて御礼申し上げます。 

 では、これを持ちまして、黒磯ロータリークラブ創
立60周年記念式典を閉じさせて頂きます。お疲れ
様でした。 

黒磯河畔公園の桜 


