
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2970回 植竹年度第６回例会会報 2022-8-24 司会吉光寺政雄君

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24日 35（8） 35 0 100% ― ―

前回 8月10日 35（8） 30（6） 5（2） 90.9% 2 97.1%

会長挨拶 植竹一裕会長

8月10日ガバナー公式訪問は、滞りなく終了
できましたこと、ご協力をいただきありがと
うございました。翌日にお礼のメールをお送
りしましたところ、ガバナーから以下の返信
を頂戴致しました。
「RID2550地区においても各地域で異なる意
見、習慣、考え方がありますがRIの方針をも
とに各RCの皆さんのお考えで進めてくださ
い。日本の伝統あるクラブほど伝統にとらわ
れている事もありますが、黒磯RCは変革を取
り入れ活力があるクラブだと思います。
黒磯RCの皆さんの意見を聞きながら第１グ
ループの流れ2550地区の流れを見ながらさら
に地域とRI（国際ロータリー）の取り組みの
流れを感じ変革の様子を見てください。さら
にグローバルな黒磯RCになっていくと思いま
す。伝統あるクラブの中でも素晴らしいクラ
ブの一つと思います。」
地区幹事からも「昨日のハイブリッド例会
に出席させていただきました。２回目と聞き
まして、時流に即しました例会開催に敬服い
たします。新型コロナ禍の中で、会の運営は

難しいでしょうが、よろしくお願いいたしま
す。」と返信をいただきました。今年度のガ
バナー公式訪問も概ね良好に完了したと思い
ます。ガバナーはポリオに対する考え方の深
掘りを望んでおられますので、後日会長挨拶
の時にご説明申し上げる予定にしておりま
す。
Zoom参加の方から、ガバナー公式訪問の例
会はその前の例会よりも聞き取りにくい部分
が解消されたとお聞きしております。感染者
数は減少傾向から高止まりになってきまし
た。今後も感染対策を怠らないでハイブリッ
ド例会を続けていきたいと思います。決して
強要は出来ませんので、ご家族やご自身の気
持ちを優先して参加のご判断をお願いいたし
ます。
因みに4月後半から昨日までの1週間毎の累

計感染者数をグラフにして会報の会長挨拶文
に掲載致しますのでご覧になって下さい。
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8月21日(日)に地区職業奉仕研究セミナーに
大島幹事と参加してまいりました。興味深
かった部分としては今の五大奉仕に分割され
ているが、どの奉仕部分が担当となるかでは
なく、奉仕する事の重要性を説いたGuy・
Gundakerの考えるロータリーの姿でありまし
た。彼はポールハリスの友人であり、1923-24
年度の国際RI会長でした。著書に「ロータ
リーの通解」があります。私自身がもう少し
理解度を深めた上でお話する機会を作りたい
と思います。
8月20日(土)に留学生のヘイデンくんとささ
やかな歓迎食事会を開催致しました。今後学
校行事が重ならない限り、彼は毎月の第1例会
と恒例の観月会・クリスマス家族会・新年会
等に参加する予定です。家族から遠く離れ、
これから約1年間様々なチャレンジをする事で
しょう。しばらくの間は緊張の連続でしょう
から、例会に参加した時は、温かい拍手と笑
顔で迎えましょう。彼のお披露目は9月7日に
なります。彼にとって素晴らしい留学生活に
なる様に皆さんにご協力をよろしくお願いい
たします。
今日は24節気で言いますと「処暑」になり
ます。厳しい暑さも峠を越え、朝・夕が涼し
くなる頃と言われています。寝苦しい夜もそ
ろそろ終わり近づいてきたという事です。季
節の変わり目は体調を崩す事がままありま
す。風邪など召しませぬ様、しっかりと体調
管理をして下さい。秋は、もうそこまで来て
います。
本日は夜間例会です。現状を考え、遅くて
も20：30迄には石山さんから退出をお願いい
たします。それまでは、感染に注意をして大
いに語り合いましょう。よろしくお願いいた
します。

8月20日に黒磯に到着致しました。
9月7日の例会に出席致します。今後、毎月1
回目の例会に出席する予定です。
ホストファミリーは村山さん宅に来年の2月
までお願いいたします。3月から石山さん宅に
お願いいたします。カウンセラーに鈴木隆子
さん・髙木慶一さんにお願い致します。
お世話係を青少年奉仕委員会・井出委員長
を中心にお願いいたします。
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那須塩原市

幹事報告 大島三千三幹事

委員会報告 藤﨑善隆副会長

ニコニコボックス 渡辺裕雄委員

1年交換留学生、Hayden Robert Michel君が 本日、ニコニコボックスは有りません。
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本日は令和４年５月１３日に道路交通方法
が一部改正となり、高齢者講習の内容が変わ
りましたので、簡略にお話ししたいと思いま
す。
７０歳～７４歳の方 高齢者講習（２時間

講習）内容としまして、
1. 講義（座学）ビデオを２０分程度視聴
2. 運転適性検査

・動体視力検査
・夜間視力検査
・視野検査
以上３点実施

3. 実車指導
実際に教習所コースを１５分程度運転しま
す。

７５歳以上の方 認知機能検査を２０分程
度実施します。検査の内容として、１６個の
イラストを見て頂き記憶してもらいます。
その後、一旦他の検査を間に挟みます。

問題用紙１
これからたくさんの数字が書かれた表が出
ますので、私が指示した数字に斜め線を引い
てください。
問題用紙２
少し前に何枚かの絵をお見せしました。
何が書いてあったかを思い出して、出来る
だけ全部書いてください。
問題用紙３
今度は、回答用紙にヒントが書いてありま
す。それを手掛かりにもう一度何が書いて
あったのか思い出して出来るだけ全部書いて
ください。
問題用紙４
以下の質問にお答えください。

l 今年は何年ですか
l 今月は何月ですか
l 今日は何日ですか
l 今日は何曜日ですか
l 今は何時何分ですか

以上が認知期の検査の内容です。

この検査の結果、３６点以上の方は合格で
す。３６点未満の方は不合格です。
合格の方は、その後２時間の高齢者講習を
受講します。
全ての講習が終了後、

• 認知機能検査結果通知書
• 高齢者講習終了証明書

の２点を発行しますので、その書類をもって
警察署にて更新手続きを行います。なお、認
知機能検査に不合格となってしまった方です
が、再度、認知機能検査を受講。
免許証の有効期間があるうちは、合格する
まで何回でも認知機能検査を受けられます。
公安委員会より連絡、専門医の診断を受

け、診断書を提出する。
認知症でないと診断されれば高齢者講習を
受講することが出来ます。
のいずれかとなります。
冒頭にもお話ししましたが、本日の内容説
明は簡略的なものになりますこと申し添えま
す。

卓話
プログラム委員会 時庭 稔委員長

出席委員会報告 黒澤洋一委員長

8月22日付幹事通達でコロナ感染対策上本日
（8月24日）の例会欠席者は出席扱いとなりま
す。これに従いまして、欠席者ゼロ、出席率
100％となります。
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植竹一裕会長、大島三千三
幹事からお酒の差し入れが
ありました。

懇親会 乾杯
荒牧明二 直前会長

懇親会 中締め

米山記念奨学会 鈴木隆子委員長

和気あいあいと楽しい時間でございます
が、ご指名いただきましたのでここで一度、
中締めとさせて頂きます。
植竹会長、大島幹事からもお話がございま
したが、先日ヘイデン君がやってまいりまし
た。
彼は、日本文化について勉強したいとの希
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次回例会 令和4年8月31日 担当 広報委員会 外来卓話

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24日欠席者（敬称略）
＜8月22日付幹事通達＞コロナ感染対策上
8月24日の例会欠席者も出席扱いとする。

前回8月10日分メークアップ(敬称略)
浜木大治 澤田吉夫

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁

望を持って来てくれました。この1年間で日本
の文化と共にいい所も一杯体験し、勉強して
頂いて、日本大好きになって頂いて、将来日
本とアメリカのいい架け橋しになってくれま
すよう願っています。
何卒ご協力をよろしくお願いいたします。
それでは、一本締めでお願いいたします。

SAA担当 吉光寺政雄副SAA


