
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：植竹一裕 幹 事：大島三千三
事務局：（有）大島商店

代表取締役 大島三千三
〒329-3155 那須塩原市笹沼262
TEL:0287-65-0863・FAX:0287-65-3381
E-mail:3003＠mvb.biglobe.ne.jp

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2969回 植竹年度第５回例会会報 2022-8-10 司会田中徹君

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 黒澤洋一委員長 （出席規定の免除会員数8名）

国際ロータリー会長：ジェニファー E. ジョーンズ
第 2550地区ガバナー： 佐貫直通
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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例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 8月10日 35（8） 30（6） 5（2） 90.9% ― ―

前回 8月3日 35（8） 27（6） 8（2） 81.8% 5 100%

〇 第1グループ
小西久美子ガバナー補佐

佐貫直通ガバナー公式訪問

所属クラブ ：宇都宮陽東ロータリークラブ
職 業 ：佐貫歯科医院 院長

〇 2022−23年度 RI 第２５５０地区
佐貫直通ガバナー

所属クラブ ：大田原ロータリークラブ
職 業 ：小西商店 代表

所属クラブ ：宇都宮陽東ロータリークラブ
職業：（株）日本栄養給食協会 代表取締役

〇 2022−23年度 RI 第２５５０地区
橋本正行地区幹事

〇 2022−23年度 R I第２５５０地区
鈴木修司地区会計長

所属クラブ ：宇都宮陽東ロータリークラブ
職業：日本コンピュータシステムサービス（株）

代表取締役

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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佐貫直通ガバナー公式訪問

植竹一裕会長挨拶

本日は国際ロータリー第2550地区佐貫直通
ガバナーと第1グループ小西久美子ガバナー補
佐をzoomではありますが、お迎えしての例会
であります。
改めましてようこそおいでくださいまし

た。
11：00より例会場にて佐貫ガバナー・小西
久美子ガバナー補佐・鈴木修司地区会計長と
稲垣会長エレクト・藤﨑副会長・大島幹事と
私の7名でガバナー方針と黒磯クラブの今年度
方針について打ち合わせを致しました。
後ほど佐貫ガバナーには卓話の時間にガバ
ナー方針のご説明をお願いしております。
よろしくお願いいたします。
前回の例会から始まりましたハイブリッド
例会ですが、zoomによる参加者は2名でした。
お二人ともお忙しい中時間を作っての参加で
すから、もしかするとzoomでなければ欠席す
るところ参加出来たことは、評価できる部分
と思います。残念ながら音声面で不具合が生
じていたようで、まだまだ改良の余地がある
かと思います。「継続こそ力なり」ですか
ら、引き続き修正を重ねて改善していきたい
と思います。
次回例会は8月24日に夜間例会を開催致しま
す。県よりBA・5対策強化宣言が発表されまし
た。「社会経済活動の維持」と「医療ひっ迫
回避」の両立と題しています。その内容は、
1. 基本的な感染対策の徹底
2. ワクチン3・4回目接種の検討
3. 感染リスクの高い行動を控える
4. 帰省の前などに検査の受診
5. 救急医療の適正な利用
の5項目です。その中で「飲食を伴う懇親
会等」や大人数や長時間に及ぶ飲食」につ
いての注意点が列挙されています。

6. アクリル板の設置がない飲食店等の場合
は、一定の距離(1m以上)が確保できる人数

7. 十分な換気
8. 時間は2時間程度を目安

4. 会話時のマスク着用
5. 飲食店等が実施している感染防止対策への
協力

となります。夜間例会もきっちり2時間以内で
行ない、換気を十分に行ない、多少のご不便
をおかけする事になろうかと思いますが、前
向きに準備を進めていきたいと思います。学
校も夏休みに入り家庭内感染は減少すると思
いますし、AI予測に寄れば感染者数がピーク
を超えて減少傾向になると予測しています。
今の所顕著に減少している様には見えません
が、その予測通りになることを期待しており
ます。夜間例会となるとzoomの参加は難しい
と思いますが、お許し下さい。場合によって
は中止の可能性もありますが、今の所はしっ
かりと感染対策をして語り合いましょう！！
今週末からお盆休み入ります。お盆という風
習についてはおそらく皆さんの方がお詳しい
でしょうから角度を変えて、世界でお盆的な
風習が無いか調べてみました。
まずは、日本のお盆は簡単に言うとご先祖
様の霊を祀る仏教の行事です。お盆は日本古
来の祖霊信仰と仏教行事である「盂蘭盆会(う
らぼんえ)」が融合した行事です。一般的にお
盆は家族で過ごす人が多く、この期間は休み
を取って帰省する人もいます。
同じ日本でも沖縄は一味違います。「シー
ミー(清明祭)」です。沖縄のお墓は人が住め
るほどの大きさでお墓参りの時に料理やお酒
を並べて宴会するそうです。時期も3月下旬か
ら4月上旬の土日に行われます。
日本国内でもこれだけ違うのですから海外は
どうでしょう？
アジアでも中国や台湾・香港では道教の教
えにのっとって旧暦の7月15日前後に「中元節
(ちゅうげんせつ)」という行事を開き「中元
祭」というお祭りを大々的に開催しご先祖様
に供養と感謝を表しています。
仏教国であるベトナムのホイアンと言う町
では、先祖を敬う大切な儀式として、ランタ
ン祭りを毎月旧暦の14日に町中の灯りを落と
してランタンを吊るし、夜8時頃から灯籠流し
を行なっています。特に旧暦の7月はブーラン
祭りと称し1ヶ月はご先祖様を供養する期間と
して、特に15日を中心にご先祖様や無縁仏の
霊のために軒先にお供物を並べてお寺にお参
りをします。ランタン祭りとブーラン祭りが
相まって幻想的な雰囲気に包まれます。
時期は違いますが、ハロウィンも古代ケル

ト人が夏の収穫を祝った「サウィン祭」が起
源で、ケルト人は10月31日が1年の終わりと位
置づけ、死者の霊が家族を訪ねると言われて
います。その時に悪霊や魔女が一緒について
くるのでお化けや魔女に変装し、悪霊を驚か
せて追い払うのだそうです。
メキシコでは11月1日・2日に「死者の日」
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があります。この日にお先祖様がこの世に
戻ってくるとされ、各家庭に祭壇が設けら
れ、ガイコツの人形などでお墓を装飾した
り、ガイコツに仮装パレードするお祭りを、
メキシコ全土開催しています。
ご先祖様を大切にする風習は形こそ違え世
界各国で開催されているようです。世界的に
もお祭りが催されている様で、日本では盆踊
りにあたると思います。日本の盆踊りにもご
先祖様をお迎えに行った時に一緒に無縁仏も
連れてきてしまい、ご先祖様は家族がお墓に
お送りするのですが、無縁仏は帰ることがで
きなくなり災いをなすそうです。そこで、無
縁仏を送ってあげるために盆踊りがあるので
す。形こそ違え、ご先祖様に感謝する気持ち
は同じようです。改めて今こうして生活でき
ることをご先祖さまに感謝しつつお盆を迎え
たいと思います。

6. 8月31日例会内容・・・外来卓話 元黒磯
高校 室井光先生 ＊承認

7. 21－22決算報告・22－23 予算案 決定の
件 ＊承認
例会終了後、交換学生の受け入れ関係者の
打ち合わせを行いますので関係者はお残りく
ださい。

1. 9月のプログラムについて
9月7日 卓話：クラブ協議会会長那須町長
9月14日 卓話：スマイルボックス委員会
＊上記プログラムで承認。

2. 慶弔規定変更（追記）の件・・・継続
＊継続審議となりました。

3. オンライン通信（Zoom）の経費引落、名義
人の変更について・・・継続
＊黒磯RCのクレジットカードを作る。承認
名義人を石山さんに頼む（固定する）

4. 第１８回那須塩原市小学校対抗駅伝競走
大会の後援に伴う協賛の件
優勝・準優勝・3位盾寄贈（男・女・混
合）8000円×3＝24.000円
＊後援に伴う協賛金 24.000円で承認

5. 交換学生受け入れに伴う制服等の準備費
の支出について
＊制服等の準備に伴う費用の支出・会長一
任承認

〇 ゴルフ愛好会 渡辺裕雄副会長

幹事報告 大島三千三幹事

〇第４回理事役員会報告

委員会報告 藤﨑善隆副会長

植竹年度第1回大会を9月19日（祝）那須ゴ
ルフ倶楽部で開催いたします。
出欠の回覧板回してますのでよろしくお願
いいたします。

〇 2022年度那須塩原みるひぃカップ
ジュニアテニストーナメント大会報告

秋間忍

黒磯ロータリークラブからは文字通り優勝
カップ、準優勝、３位盾（各年齢別４基）を
寄贈いただくなど大変お世話になっておりま
す那須塩原みるひぃカップテニストーナメン
ト大会は、コロナ感染予防対策のため昨年、
一昨年と２年続けて中止になりました。３年
前の大会まではメンバー有志各位から大会参
加賞のための協賛金や協賛品を賜りまして誠
にありがとうございました。
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次回例会 令和4年8月24日 担当 プログラム委員会 夜間例会

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

8月10日欠席者（敬称略）
井出法 浜木大治 泉道夫 吉光寺政雄
荒井昌一

前回8月3日分メークアップ(敬称略)
井出法 吉光寺政雄 浜木大治 平山博
永山三芳

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁

お陰様で本年度はなんとか開催できること
になりました。つきましては、今年度は万全
のコロナ対策をとり、最低限の運営体制で大
会を行うため、一切の協賛依頼等を行わない
ことになりました。有志各位には次年度以降
のご支援、ご協力お願いしてご報告とさせて
いただきます。

〇会葬御礼 平山博

委員会報告ではございませんが、この場を
お借りいたしましてお礼申し上げます。
８月２・３日母の葬儀に黒磯ロ－タリ－ク
ラブの皆様には、ご会葬頂き誠にありがとう
ございました。
母は、大正10年11月生まれで100歳と８カ

月、天寿をまっとう致しました。一重に皆様
のお陰とお礼申し上げます。生前賜りまし
た、ご懇情に対し厚くお礼申し上げます。

今後は私どもに変わりなきご厚誼を賜りま
すようお願い申し上げます。
簡単では御座いますが、お礼の挨拶といた
します。

ニコニコボックス 渡辺裕雄委員

p 平山博様 母の葬儀にご会葬いただき誠
にありがとうございました。

p 植竹一裕様 Zoomではありますがようこそ
黒磯クラブへ

p 髙木慶一様 佐貫ガバナーを歓迎して
p 秋間忍様 歓迎！佐貫ガバナー

〇 SAA 田中徹委員長

〇黒澤洋一出席委員長


