
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2958回 荒牧年度第27回例会会報 2022-5-11 司会鳥居輝一君 

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 平山博会員   （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 5月11日 36（6） 32（5） 4（1） 91.4％ ― ― 

前回 4月20日 36（6） 28（4） 8（2） 82.4％ 3 91.2％ 

 
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 

 皆さんこんにちは、ゴールデンウィーク如何でし
たでしょうか。どこかに出かけた方、仕事の方、そ
して自宅待機の方、いろいろあると思います。とも
あれ今日元気に参加して頂き有難うございます。 

なかなかコロナが沈静化する傾向が無いようです。  

 新聞によりますと那須塩原市で5月8日の感染
者が82人、昨日10日の感染者が41人となってい
ます。感染者が自分の周りにいてもおかしくありま
せん。言うまでもありませんが皆さんくれぐれも気
を付けてください。 

 話は変わります。｢嵐の海で船からふり落される
そうになって、ググーッと足をふんばったこともあ
る｣「胸がグオーッと熱くなって、思わず立ち上がり
そうになった」 
 昨年行なわれた「希望作文コンクール」の入賞
作品の詩の一節です。読者の素晴しさをつづった
作品で、物語の感動が全身を貫く様子を生き生き
と表現しています。 

 明日12日まで「子供読書週間」です。まだ外出
にも配慮が必要な昨今、子供たちには読書を通じ
て、人生のかけがえのない物語を追体験して欲し
いと思います。 

  

コロナ禍の休校時に子供のスマホ・ゲームの利用
時間が増え、学校再開後も、なかなか元に戻らな
いと言う家庭もあると聞きます。 

 青山学院大学の耳塚寛明特任教授は、デジタ
ル機器利用時間増加によって「子供が自分の嗜
好にとどまる傾向にある」と指摘しています。 

 デジタルネイティブの子供たちの視野を偏り無く
広げるためにも、自分の全く知らない世界に触れ
られる読書はますます重要です。 

 アルピニストの野口健さんは、荒れた青春時代
を過ごしていたある時、登山家・植村直己さんの
『青春を山に賭けて』と言う本に出会いました。 

 落ちこぼれで自信のなかった植村さんが、登山
を通して自分の価値を見出す内容に深く感銘を
受け、野口さんは登山家を志します。そして国内
外の山々に挑み、世界最年少で（当時）で7大陸
最高峰を制覇しました。読書体験が人生の可能
性を大きくひらいたのです。 

 野口さんは新聞のインタビューで語っています。
「体験に勝るものはありません。何か忘れられな
いような体験をすれば、子供たちは行動を起こし
ます」と。 

 絵本の読み聞かせや、地域の図書館に行くのも
良い。子供が本に親しみ、さまざまな世界と出会
う機会を増やしたい。 

 大切なのは、絶えず本を手にすることです。そ
れは、新しい世界を手にすることになります。何が
書いてあるのだろう、そのワクワク感、ドキドキす
る心が、自信の可能性を開き、育んでいきます。
本を開くことは、未来の扉を開くことなのです。 

 子どもに良質な読書体験を提供するのは大人
の役目です。家庭や地域で未来の宝に「心の栄
養」を送り、温かく育みたいものです。 

 以上で会長挨拶を終わります。有難うございま
した。 

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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幹事報告 安藤譲治幹事 

お客様 熊本勇治様 （宇都宮クラブ）          
2550地区青少年交換委員会委員 

 みなさまこんにちは。 

 国際ロータロー第２５５０地区青少年交換委員会 
熊本勇治と申します。 

 所属は宇都宮ロータリークラブです。 

 消防車の寄贈では黒磯ロータリークラブの皆様
には大変お世話になりました。 

 ありがとうございます。 

 現在もなかなか奉仕活動が制限されております
が、やっと青少年交換プログラムが開始できる形
になりました。しかしながら日本では水際対策とし
て留学生が来日するにあたり、書類関係やPCR

検査、抗原検査などで厳しい状況であります。本
日お伺いしたのも書類等で効率よく出来るようご
説明に上がった次第です。 

 黒磯ロータリークラブの皆様には入国に際し、是
非ともご支援とご協力をよろしくお願いします。 

  

 今回、黒磯ロータリークラブに派遣を致します学
生はHayden Robert MICHELです。 

 オハイオ州ウースター市の学生です。彼は5月
25日に１８歳になります。 

 彼はスキーとサッカーをやっているそうです。日
本語を勉強しており、日本に来たら日本語を披露
するのが楽しみということを言っております。 

 是非、黒磯ロータリーの皆様にはご支援をいた
だくとともに、黒磯高校IACの皆様にもご支援をい
ただけたら幸いです。 

  

 今月は青少年奉仕月間です。黒磯高校を提唱し
ている黒磯ロータリークラブの皆様には日頃から
学生の為にご支援をいただいていることをお聞き
しております。 

 これから高校生RYLAの模擬国連、足尾の植樹
活動、来年には台湾研修があります。黒磯高校
IACの皆様にはパワフルな活動をしていただきた 

  

5月結婚祝い  
片田航介親睦委員長 

左から髙木慶一会員、田中徹会員、髙木茂会員 

 

 本日例会終了後、第１３回理事役員会を開催い
たします。 

 理事役員の方はそのままお残り下さい。 

いものです。それには黒磯ロータリークラブの皆
様のご支援が必要です。今後とも青少年の活動
にご協力をよろしくお願い申し上げます。 
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〇井出法社会奉仕委員長 

 4月23日に、現在大阪に住んでいて、バンコク
のパトゥムワンRCに所属しております、田中徹様
が那須塩原に寄られまして、3年前に消防自動車
寄贈事業でお世話になった国際ロータリー３３５０
地区パトゥムワンRCのチャイワイパストガバナー
より黒磯クラブ創立60周年のお祝いを届けて頂
きました。それと、本日のニコニコボックスにチャ
イワイパストガバナーと田中徹様より頂きました。  

 皆様にご報告いたします。 

 社会奉仕委員会からの2点報告致します。 

 5/21(土)に足尾植樹を行います。ご都合のつ
く方は是非ご参加くださいませ。当日は石山よ
り午前8時30分前後でバスにて出発、現地到
着後植樹を行い、そのまま黒磯へ戻る予定
(午後14時30分前後)としております。黒磯イン
ターアクトクラブの方々も参加予定となってお
りますので、よろしくお願いいたします。 

 5/28(土)には、那珂川水質調査を予定してお
ります。毎年那須登山も兼ねておりますが、今
年もコロナの関係で、日帰りを予定しておりま
す。詳細については、後日メール等にてお知ら
せをさせていただきます。 

〇髙木慶一ゴルフ愛好会会長 

〇大島三千三前国際奉仕委員長 

 荒牧年度第2回コンペを4月30日に那須ゴルフ倶
楽部で開催いたしました。 

 優勝者は渡辺裕雄会員でしたが申告HDCP初参
加のため順位一つ下がり準優勝になりました、第3

回は那須国際CCで5月29日（日）開催します、出欠
を回覧していますのでご記入お願いします。 

 第4回はいつも第一グループゴルフ大会に参加し
てやっていましたが昨年コロナのため中止になりま
した、今年も中止ならクラブで6月19日に開催いた
します。 

第二回ゴルフコンペ 於那須ゴルフ倶楽部 

委員会報告 稲垣政一副会長 
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卓話 鈴木隆子青少年奉仕委員長 

ニコニコボックス 佐藤博会員 

 チャイワイパストガバナー（RI3350地区） 
  黒磯RC60周年おめでとうございます 

 パトゥムワンクラブ（RI3350地区） 
     黒磯RC60周年おめでとうございます 

 熊本勇治様（宇都宮クラブ） 
 鈴木隆子会員 

    インターアクトの皆様本日はようこそおい  

    で下さいました。発表宜しくお願い致します。 

 澤田吉夫会員 

    本年も田植え終了しました 

 田中徹会員 

    結婚祝いありがとうございました。43回目  

    妻一言「よくもったね」 
 髙木慶一会員 

    熊本地区青少年交換委員を歓迎して 

 

 本年度青少年奉仕委員会委員長を仰せつかり
ました鈴木です。 

 本年度青少年奉仕委員会は副委員長の田中さ
ん、委員の瀬尾さん、渡辺さんと４人で運営いたし
ています。 

 本年は8月のインターアクト年次大会では黒磯
高校インターアクトクラブがホスト校になっていま
して、このことが大きな事業でございました。 

 コロナの影響もあり、ZOOMでの開催となり、多
くのロータリーのメンバーの方々にも黒磯高校に 

何度も足を運んで頂きながら顧問の和久井先生
やインターアクトの部員と話し合い、打ち合わせを
重ねてお陰様で無事にしっかりととてもいい形で
開催することが出来ました。 

 また、4月24日の全国インターアクト研究会では
年次大会の報告をさせて頂きました。 

 本日はインターアクトの部員の皆さんがいらして
いますので、年次大会の報告も含め、活動につい
て部員の方たちからご報告していただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 本日は3人のメンバーが来てくださいましたが、
メンバーはもう一人います。 

 先生のお話ではもう少し入ってくれそうな方もい
ますとの事です。 

 今後とも有意義な活動が出来ますよう協力して
まいりたいと思います。 

 本日はありがとうございました。 

  

担当教諭 和久井先生 

外 来 卓 話 

黒磯高校インターアクトクラブ 
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次回例会  令和4年5月18日 担当 会場監督（SAA） 

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 

5月11日欠席者（敬称略） 
荒井昌一（免）秋葉秀樹 石山桂子 村山茂 

前回4月20日分メークアップ(敬称略) 
澤田吉夫 髙木茂 瀧田雅仁 

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 

左から藤田さん、新巻さん、佐々木さん  


