
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2964回 荒牧年度第33回例会会報 2022-6-29 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 平山博委員長   （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 6月29日 36（6） ─（─） ─（─） ─ ― ― 

前回 6月15日 36（6） 30（3） 6（3） 90.9％ ─ ─ 

 
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 

 皆さんこんばんは、今年は例年になく梅雨が明
けるのが早かったですね。まだ6月なのに連日経
験のない厳しい暑さでまいってしまいます。身体に
十分注意して過ごして下さい。 

 いよいよ最期の例会を迎えることとなりました。1

年間お力を貸していただき有難うございました。 

 体重は、3kg位落ちましたが、人間的にひと回り
大きくなれた気がします。赤ちゃんは、1年で4年も
5年も成長するそうです。逆に60歳を過ぎると高齢
者は衰えるスピードが速いそうです。皆様もその
スピードに乗りませんように頑張りましょう。 

 「あなたらしいを築く、あなたらしい社会へ」。 

 これは、6月23～29日まで「男女共同参画週間」
の期間になっています。そのキャッチフレーズです。
同週間は、性別や年齢にかかわらず，誰もが自
身の能力を十分に発揮できる社会の形成を促す
物です。 

 内閣府がまとめた2022年度版男女共同参画白
書では、人生や家族のあり方が変わる一方で、男
女の賃金格差や働き方の慣行などが依然として
「昭和」のままになっていると指摘しています。女
性の就労環境の整備など、時代の変化に応じた
制度・政策の見直しが必要だとしています。 

 男女の格差の度合いを示す「ジェンダー・ギャッ 

プ指数」（世界経済フォーラム）において、昨年、
日本が156カ国中120位となったことからも、男女
間の不平等が大きいことが分かります。 

 この背景の一つには、「男性は仕事をして家計
を支えるべきだ」「家事・育児は女性がするべき
だ」といった、性別による無意識の偏見があると考
えられています。 

 認定NPO法人フローレンス代表理事の駒崎弘
樹さんは、「無意識のうちに『最終的に、家庭や育
児は妻がやってくれるもの』 という、ある種の甘
えの構造が横たわっているのであれば、どこかで
変えないと永続してしまう」と語っています。 

 ただ、着実な変化であろう。同白書によると、20

～30代男性の7割以上は、家事と育児を「妻と半
分ずつ分担したい」と希望しているそうです。この
意欲を阻害しない為にも、企業を挙げた男性育休
の促進や、テレワークなど柔軟な働き方を定着さ
せることが重要です。 

 「社会であらゆる分野で女性の能力を生かして
いくことは、極めて重要なテーマ」で、女性の社会
進出の重要性に触れた上で「その根本の第一歩
こそ、男性の意識改革であります」。これまでの経
験ばかり固執するのではなく、変化への対応能力
を磨いてゆくことが、よりよく生きるための不可欠
な要件となります。 

 生活スタイルが多様化する今、一人一人の個性
が輝く社会を実現するには何が必要か・・・。まず
は自分から、身近な家庭や職場で性別役割分担
の意識を見直し、互いに助け合い、特性を生かし
合うことを心掛けいきたいとおもいます。 

 最後に植竹年度におきましては、今年以上に皆
様のご指導ご協力をお願い申し上げます。 

 一年間の皆様のご指導、ご協力に改めて感謝
申し上げます。有難とうございました。 

 以上で会長挨拶を終わります。本当に有難うご
ざいました。 

幹事報告 安藤譲治幹事 
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委員会報告 稲垣政一副会長 

〇大島三千三次年度幹事 

  

 次年度幹事の大島です。 

 来週の例会、植竹年度第一回の例会では、会
長、幹事、副会長二名による新年度方針となりま
す。該当する四名の方はご準備宜しくお願い致し
ます。 

〇泉道夫会員 

理事役員会報告 

 第３回臨時理事役員会を昨日メール等で開催し
ました。 

 秋葉秀樹会員から退会届が提出された件で、
承認されました。 

 インターアクト年次大会報告書ですが、各イン
ターアクトクラブ・提唱クラブ等に各２部ずつ配
ることになり、数が不足してしまい３０部増刷す
ることで承認頂きました。 

  

幹事報告 

 新入会員に推薦された金澤弘子さんが次年度
より入会して頂けることになりましたのでご報
告を致します。 

 本日インターアクト年次大会報告書をレター
ボックスに入れてあります。後でお持ち帰りく
ださい。 

 併せて、同日例会終了後、植竹年度理事役員
会を開催しますので該当する理事役員の皆様は
ご出席宜しくお願い致します。 

 皆さん今晩は。泉道夫でございます。貴重な時
間を頂きありがとうございます。 

 先日は母の葬儀に際しまして、黒磯ロータリーク
ラブの皆様の御鄭重な心尽くしを賜りこの場をお
借りしまして厚く御礼申し上げます。 

 その上、2日間にわたり献身的なお手伝いにも
重ねて感謝申し上げます。 

 母は、93歳になるまで入院するような病気にな
ることもなく、認知症にもならずにお陰様で天寿を
全うし幸せな人生だったと思います。 

 今後とも宜しくお願い致します。 

 ありがとうございました。 

 黒磯ロータリークラブ創立６０周年記念実行委
員会 、 記 念 誌委員会か ら の 報告 で す 。 

 お陰様で創立６０周年記念誌が完成いたしまし
た。皆様のレターボックスに入っておりますので手
にとってご覧下さい。 

   

 

〇秋間忍60周年実行委員会 
記念誌委員長 
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 嶋中恵子事務員  荒牧年度、皆様ありがとうご  

                ざいました。次年度もよろし  

                  くお願い致します。  

 植竹一裕会員     一年間お世話になりました。  

                  来年もお世話になります。              

 稲垣政一会員   会長、幹事一年間ご苦労さ  

                    までした。 

 井出法会員     荒牧会長、安藤幹事、稲垣  

                         副会長大変お疲れ様でした。 

 吉光寺政雄会員  荒牧会長、安藤幹事一年間  

                  お疲れ様でした。   

〇安藤譲治幹事 

 皆様のご支援ご協力により何とか無事一年間大
任を果たすことが出来ました。皆様大変有難うご
ざいました。 

 コロナ禍3年目に入り不安な船出でしたが、安藤
譲二幹事には細部にわたる心配りに、心から感謝
申しあげます。そして、各委員長様会員の皆様に
は大変お世話になりました。 

 また黒磯クラブ60周年記念式典田中実行委員
長はじめ各委員長会員の皆様ご支援ご協力大変
にお世話になり有難うございました。 

 植竹一裕年度におきましては、皆様のご指導ご
協力をお願い申し上げまして、退任の挨拶とさせ
て頂きます。 

 一年間の皆様のご指導、ご協力に改めてお礼申
し上げます。 

  ありがとうございました。 

 荒牧年度幹事を務めさせて頂きました安藤でご
ざいます。 

 １年間会員の皆様には大変お世話になり誠にあ
りがとうございました。 

  新型コロナの感染状況は一進一退が続いてい
て、クラブの活動も思うように出来ない状況が続
いています。荒牧年度も例会を開催するのか？
休会にするのか？悩んだ１年でした。 

 新型コロナのパンデミックになってから、世の中
の状況が一変してしまいました。人と人とが出来
るだけ会わないように、ZOOMなどの通信手段が
常識になってしまいました。 

 例会もZOOMで開催し、インターアクトの年次大
会も黒磯高校インターアクトクラブがホスト校なの
で、協力してZOOMで開催しました。個人的にも
研修などはZOOMやWebexを使っています。 

 新型コロナがいつ収束するか分かりませんが、
荒牧年度も新型コロナに翻弄される年度になって
しまいました。皆様の協力があってなんとかやっ
てくることが出来ました。本当にありがとうござい
ました。  

〇荒牧明二会長 

夜  間  例  会 

卓話 退任挨拶 

ニコニコボックス 佐藤博会員 

 記念誌作成にあたりましては、黒磯印刷様始め
多 く の人々にご協力いただ き ま した こ と 

この場をお借りして御礼申し上げます。 

 また、会員増強委員会からの報告です。 

先ほど安藤幹事の報告にもありました通り、植竹
年度から金澤弘子さんが黒磯ロータリークラブ 

に 入 会 し て く だ さ る こ と に な り ま し た 。 

 推薦者の鈴木隆子さんのご尽力に感謝申し上
げるとともに金澤弘子さんの入会を心より歓迎い
たします。 

 皆様のご協力ありがとうございました。 

〇開会の挨拶 植竹一裕次年度会長 

 次年度会長の植竹でございます。 

 まずは、荒牧会長・安藤幹事におかれましては、
コロナ感染予防の中ZOOM例会や中止等のイレ
ギュラーな判断を下しながらの運営、一年間本当
にお疲れ様でした。 

 次年度の方針につきましては、改めて例会の時
にお話致しますが、二つほど頭に入れておいて下
さい。 

 ひとつは黒磯クラブの活動地域が広がっており
ます。那須クラブ解散後に活動地域を那須町・那 
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〇乾杯  田中徹会員 

〇記念品 花束贈呈 

植竹次年度から荒牧会長へ 

大島次年度幹事から安藤幹事へ 

植竹次年度から退会する小野会員へ 

〇司会 大島三千三次年度幹事 

須塩原市に拡大されている事です。 

 もうひとつは、吉光寺・大島・荒牧年度の三年間
はコロナウィルス感染予防のため、満足な活動が
できませんでした。この三年間のブランクを埋める
ため次年度に夜間例会を二回増やしております。
これは過去の三年間を含めたリハビリとお考え下
さい。 

 まずは、過去のクラブ活動を思い出して、皆さん
と語り合える場所を作ります。「温故知新」ですね。
様々なお話の中に今の奉仕活動の修正や、新た
な奉仕活動が見つかる事を期待します。 

 明るく楽しいクラブライフ作っていきましょう。 

 次年度、よろしくお願いいたします。 

荒牧会長、一年間お疲れ様でした！ 

クラブの屋台骨、新旧幹事職の労い 
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次回例会  令和4年7月6日 担当 会長・幹事・副会長（新年度方針） 

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 

6月29日欠席者（敬称略） 
次週例会で発表 

前回6月15日分メークアップ(敬称略) 
次週例会で発表 

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 


