
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2979回 植竹年度第15回例会会報 2022-11-30 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 11月16日 35（8） 27(5) 8(3) 90.3% ― ―

前回 11月16日 35（8） 31(5) 4(3) 90.3% 2 96.8%

令和4年もいよいよ残すところあと1ヶ月と
なりました。年の瀬に向けて忙しくなる12月=
師走が始まります。恥ずかしい話ですが、師
走の「師」が僧侶だと知ったのはつい最近で
すし、普段落ち着いている僧侶が何故走り回
るほど慌ただしいのか知りませんでした。
仏名会(ぶつみょうえ)という法要であちこ
ちの寺院に行って法要を行ない忙しく立ち回
るのが語源のひとつと言われています。詳し
いお話は現クラブ奉仕委員長がご存じでしょ
うから、後日お聞きください。懇切丁寧に説
明してくださると思います。
確かに12月の声を聞きますと何となく忙し
い気分になります。メディア自体、一年を振
り返る番組や特集が増え、街の中に流れる音
楽はクリスマスソングに溢れ、歳末セールが
始まります。皆さんも新しい年に期待を込め
て、その準備に追われます。冬用タイヤへの
交換や、年賀状作成、大掃除、正月に向けて
の様々な準備が始まります。12月12日には清
水寺で、今年1年の世相を漢字1字で表現する
「今年の漢字」が発表されます。
昨年は、東京オリンピック・パラリンピッ

会 会長挨拶 植竹一裕会長 クで日本人選手が多数の金メダルを獲得した
事、大リーグの大谷翔平選手のMVP、ゴルフ界
では松山英樹選手の日本人初のマスターズ制
覇、将棋界では藤井聡太選手の最年少四冠達
成など、各界で打ち立てられた金字塔から
「金」が選ばれました。
一昨年は「密」です。コロナ感染症流行の
影響で「3密」など、行動様式の変化を意識し
続けた年でした。
その前は「令」です。令和元年からである
事はご承知の通りです。
では今年の漢字は何になるのでしょうか？
昨年は明るい話題の「金」、一昨年はコロナ
ウィルスという暗い話題で「密」、その前は
新しい元号となった将来への期待を込めて
「令」、明暗が交互に繰り返されています。
そうなると残念ながら今年は暗い話題になっ
てしまうかもしれません。
暗い面での言葉となると未だ沈静化が見え
ないコロナウィルスからは「禍・波・変」、
ウクライナ・ロシア紛争から「紛・侵」、原
料価格高騰から来る値上げから「値・油」政
治家や芸能人の失言などSNSで炎上から「失・
炎」為替からは極端な円安になった事から
「円・安」等々。暗い話が多いです。
明るい話題ではスポーツ界でも新旧交代が
始まり若手の台頭が目立っています。プロ野
球では、佐々木朗希選手の完全試合や村上宗
隆選手の三冠王など、ゴルフ界でも特に女子
プロでは20前後の選手が入れ替わり優勝をし
ています。その事から「若・完・冠」等々。
数少ない明るい話題かと思います。どうせな
ら、明るい話題から選ばれてほしいものです。
私の漢字一文字は、仕事上でいいますと、
かなり厳しい年である事は間違いありません
が、「笑う門には福来る」と言いますし、忍
者の極意は、窮地に立たされた時に笑う事が
忍びの術と書いてある本もあります。笑う事
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で心に落ち着きを取り戻して、危機を脱する
機会を伺うのです。私自身も気持ちを前向き
にしたいので、今年の漢字一文字は私個人の
事で選ぶことに致しました。3月に3人目の孫
が誕生し11月から娘夫婦と敷地内に暮らす事
になり、新潟で暮らす息子夫婦の初孫の七五
三のお参りをし、先週の土曜日に甥っ子の結
婚式に参列致しましたから、私個人の一文字
を選ぶとするなら「祝・幸」であると思う事
にします。令和4年という年は、様々な部分で
大変な年だったと思います。来年が今年より
素晴らしい年にする為にも、明日から始まる
師走にこの1年を振り返るつもりで皆さんに
とって前向きになる今年の漢字一文字考えて
みるのも一興かもしれません。
12月は師走の他に様々な別の呼び方があり
ます。1年最後の月の意味から「極月・限りの
月」や、古い1年を取り除くという意味で「除
月」これは除夜の鐘と同じ意味になります。
私は知りませんでした。納得のできる呼び方
です。
一方来春への期待を込めた意味で「春待

月」という呼ばれ方もしています。今年は来
年への期待を込め、年内やり残した事と来年
に向けて進む準備をするつもりで12月を「師
走」と呼ばず「春待月」と読んで前向きな気
持ちで過ごしたいと思っています。
1年の締めくくりとなる「春待月」は明日か
らです。前向きな気持ちを持ってこのひと月
を過ごしましょう。

幹事報告 大島三千三幹事

〇 国際奉仕委員会 澤田吉夫委員長

委員会報告 藤﨑善隆副会長

1. 12月7日（水曜日）例会終了後、理事役員
会を開催いたします。

2. 12月11日（日曜日）地区大会出席者は石山
からバスで7時出発です。

来年令和5年の5月27日から31日までオース
トラリアのメルボルンにて本年度の国際大会
が開催されます。
参加を希望される方はお早めにお申し込み
下さい。尚先着500名に限り5月28日に日本人
親善朝食会が開催されます。参加希望の方
は、登録料は¥9,000になります。
よろしくお願いいたします。

2022-2023年度
国際ロータリー第2550地区
地区大会

２０２２年 12月9日（金）〜11日（日）

ニコニコボックス 檜山達郎委員

p 平山 博君 会員増強よろしくお願いします。
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を閲覧できるサイト（URL)を紹介します。

植竹年度の会報委員会は、副委員長の村山
茂さん、委員の和気勝利さん、瀧田雅仁さん、
そして委員長を務めさせていただいておりま
す秋間の計４人です。
本年度の計画として、
1. 毎週、週末までに編集、校正、配信するこ
とを目標とします。

2. 広報委員会と連携して当クラブのホーム
ページに会報を掲載し、ダウンロードの活
用を推奨します。

3. 近隣クラブにも配信します。
4. 閲覧、記録用に紙媒体のファイルを作成し
て保存します。

5. 例会以外のクラブ活動についてもできるだ
け記事にして掲載します。

6. 会報のメール配信によって会員相互のコ
ミュニケーションが改善されるよう努力し
ます。

7. 会報の編集、校正、配信に伴う手法の研修、
伝承、啓蒙を促進します。

を掲げました。
間もなく年度の前半を終えるにあたり、会
報委員会の現況を紹介させていただきたいと
思います。本日6時から会報委員会の炉辺会議
会議がありまして、以下の議題について話し
合われることになっております。
1. 会報の広報活⽤について
2. 会報配信メールの配信先基準について
3. 会報配信先の公開について
4. 会報の制作の役割分担について
5. その他
結果はいずれ報告させていただきます。
一方、本日は会報の新しい閲覧方法を紹介
させていただきます。
もちろん、黒磯ロータリークラブのホーム
ページには会報の項目があってホームページ
からも会報を見ることができますが、閲覧の
前に見たい会報のファイルをその都度自分の
パソコン、又はスマホに一度ダウンロードし
なければなりません。
そこで、ファイルをダウンロードしなくて
もカレンダーから直接例会を指定して会報

本日の卓話

会報委員会 秋間 忍委員長

https://scgfirst.com/rotary2/sendrotaryabse
nce.dll/m
スマホ、又はパソコンの検索画面（ブラウ
ザ）に上記のURLを入力すると、以下の会報参
照画面が表示されます。（スマホの場合は、
上に表示されているQRコードを読み取らせて
も同じ画面を呼び出すことができます。）
ここで、見たい例会（緑色の枠）をタップす
ればその例会の会報が表示されますので
各位のスマホ、パソコンでお試しください。

https://scgfirst.com/rotary2/sendrotaryabsence.dll/m
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品を必要としている方々がいらっしゃる現状
の中、本来食べられる食品を適切に取り扱
い、廃棄されることなく消費されることが必
要だと考えています。＜特定非営利活動
(NPO)法人日本もったいない食品センター＞

さらに、この画面からメンバーの個人認証
後、欠席届の提出、及び例会ごとに必要な食
事数、出欠状況を閲覧することができます。

話題は一気に飛躍しますが、いま「食料
ショック」が世界に襲いかかっています。ロ
シアによるウクライナへの軍事侵攻に伴って
小麦やトウモロコシなどの国際価格が急騰。
日本では主な食品や飲料メーカーがことしに
入ってすでに値上げしたか、今後値上げする
予定の商品が1万品目以上に上ることが分か
り、家計の負担は重くなるばかりです。さら
に干ばつや内戦の影響で食料不足に悩まされ
てきたアフリカや中東では、食料危機がより
いっそう深刻になっています。紛争や貧困で
苦しむ子どもたちの命をつなぐ支援の現場に
まで及ぶ、食料価格高騰の暗い影。日本や世
界で広がる“食料危機”の現実です。＜NHK＞

また「食品ロス」の社会的課題もなかなか
解決できないでおります。
日本全体で1,624万トン超の食品廃棄がある
中「食べられる状態」での廃棄は3割以上に上
る現状で、経済的にも非合理的な状態と言え
ます。こういった状況があるにも関わらず、
世界では栄養不足の状態にある方もいらっ
しゃいます。こと日本においても恒常的に食

これは私個人的な夢なのですが、ITを活用
してロータリークラブの例会における出欠確
認、食事集計をもっと簡素化し、例会から
「食品ロス」を減らしたいのです。そしてゆ
くゆくは学校給食からも「食品ロス」を減ら
せたらロータリーの理想「世界で良いことを
しよう！」が実現できると信じております。
ロータリーが「食料危機」や「食品ロス」
の課題解決にリーダーシップを発揮しなくて
誰が次世代のためにこの社会的問題を解決す
るのでしょう。少なくとも解決しようと言う
意気込み、そして、もし解決できそうな手法
があれば、その可能性を追求する熱意こそが
世界中の子供達に夢と希望を与える永遠の奉
仕活動だと思っています。
事実、課題の本質はそこにないのに課題解
決の手法にスマホやパソコンが使われている
だけで「ITのことはよく分からないから」と
敬遠してしまう経営者が多く、これがそのま
ま日本の国際競争力低下に繋がっています。
とにかく、これまで電話等で行っていた欠
席届の代わりに、スマホの画面を３回タップ
するだけ（夜中でもOK）でいいのです。
これだけのDXに参加するだけで、大切な例
会の食事を一食分無駄にしないで済みます。
例会の「食品ロス」を減らせた分をスマイ
ルボックスに回せたら素晴らしい奉仕活動が
できます。全員参加型でITの新しい使い方の
発見も含め、会報閲覧アプリ「救食オンライ
ン」がこれからも改良され、活用されてゆけ
ば、回転寿司店のタッチパネルオーダーが事
業戦略や業界編成まで変えてしまったように
（DX）将来誰からも愛される黒磯ロータリー
クラブの立派なDXツールになるでしょう。
＜次世代と共感できる奉仕活動を！＞
＜世界の片隅で良いことをしよう！＞
あまり偉そうなことは言えませんが、これ
に賛同していただける事業関係者がおられま
したら「食品ロス」に関わるIT手法、知的成
果物を無償で解放いたします。
ご清聴ありがとうございました。
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SAA担当 田中徹SAA

出席報告 浜木大治委員点鐘 稲垣政一副会長

次回例会 令和4年12月7日 年次総会 担当 会長・会計

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

11月30日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 瀬尾紀夫 鳥居輝一
井出法 吉光寺政雄 時庭稔 戸野俊介

前回11月16日分メークアップ(敬称略)
鳥居輝一 石山桂子

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁寿し春石山に出店 北畠ご夫妻


