
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2980回 植竹年度第16回例会会報 2022-12-7 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 12月7日 35（8） 28(6) 7(2) 84.8% ― ―

前回 11月30日 35（8） 27(5) 8(3) 90.3% 2 90.6%

ロータリー財団表彰伝達

浜木大治君、稲垣政一君

本日のお客様

〇 国際ロータリー第２５５０地区

2022〜23年度交換留学生
ヘイデン・ロバート・ミッシェル君

結婚祝い

〇 ベネファクター 吉光寺政雄君

＜ヘイデン君の日本語原稿書き出し部＞
みなさんこんにちは！ ４ヶ月前私は日本に
来ました。時間はとても早く過ぎました！

ヘイデン君の日本語原稿

誕生祝い

戸野俊介君

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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先週に引き続き今週もズーム参加となりご
迷惑お掛けいたします。先週の火曜日に社内
で1名発症した後に土曜日に新たにもう1名発
症したため、発症者との接触した日を0日とし
て5日間外部の人との接触を極力避ける事にし
ております。私自身は何の問題もなく元気に
過ごしております。念の為金曜日にでも抗原
検査で確認致します。土日に地区大会を控え
ておりますので、無事帰還できる事を切に
願っているところです。
昨日のワールドカップはご覧になりました
か？残念ではありますが、選手の健闘を讃え
たいと思います。
今回の大会からボールの中にセンサーを仕
込み、ゴールラインの真上にカメラをセット
して、より正しい判定をAIに委ねた運営方法
に変わりました。以前の卓話でビデオ判定の
始まりは大相撲という事をお話しましたが、
ついにここまで来たかという感じがします。
予選ラウンドのスペイン戦でその成果が発揮
されてゴールを認められた部分が注目されて
います。VARが無ければゴールラインを割って
いると判断されてもおかしくないギリギリの
インフィールドでした。

〇 マルチプルポールハリスフェロー

時庭 稔君、黒澤洋一君

〇 ポールハリスフェロー 戸野俊介君

会 会長挨拶 植竹一裕会長

それがまた反響を呼んでいます。大会が始
まる前までは多くのファンが判定の正確性を
求めてVAR導入を支援していましたが、ここに
来て反対論が浮上しているそうです。プレイ
をしているのは人間で、その時の流れがあり
ます。多少のファジーな部分があってもいい
と思いませんか？何となく「いい塩梅」が一
番だと思います。またタイムキープもAIが導
入されているようです。ロスタイムが以前よ
り長くなっていました。ドイツ戦やスペイン
戦では早くタイムアップが来る事を願った
ファンは大勢いた事でしょう。ハラハラ・ド
キドキ心臓に悪いですよね。
しかし、AIに目が向きますが、注目すべき
は選手のパフォーマンスです。チームのため
にボールを追う一途な気持ちが観客を魅了し
ました。また、得点した選手に注目が集まる
のは当然ですが、今回はその前にチャンスメ
イクをした選手への評価が印象に残りまし
た。無駄だと分かっていても、相手のゴール
キーパーに詰め寄って簡単にパスさせない圧
力をかけ、ラインを割るまでボールを追って
いく選手に賞賛の声が湧き上がっています。
更に試合終了後のロッカー清掃など、いわば
「縁の下の力持ち」が評価されており、改め
て侍ジャパンのチームワークの素晴らしさに
エールを送りたいと思います。サポーターも
同様です。試合終了後の観客席の清掃も世界
から称賛を浴びていると思います。まずは選
手・スタッフ・サポーターの皆さんにゆっく
り休養してもらいたいです。
ところで、皆さんには、突然「何故だろ

う？」的な疑問が頭をよぎることはありませ
んか？私は、まれにあります。前回の例会で
お話しを終えた後に、何故なのかは分かりま
せんが、急に数字の疑問が浮かんできまし
た。今の世の中は、重さ・距離・面積など10
進法の世界です。それぞれ1kg=1,000g・
1km=1,000mになりますが、なぜ1時間=60分な
のでしょうか？変な事が気になって色々と調
べてみましたので、お聞きください。まず
は、小学生の時に算数で約数を習った事を思
い出してください。例えば4の場合は1・2・4
が約数になります。
古代人は1年が約360日である事や月が約30
日で地球を1周する事を理解していました。更
に1日を昼と夜に分けてそれぞれ12時間とする
ルールを作りました。そもそも何故12時間に
拘ったのでしょう。それは、指で数えるのに
都合がいいからという説があります。10の約
数が1・2・5・10に対して12の約数は1・2・
3・4・6・12となり分けやすい事もその理由と
考えられています。もうひとつはその数え方
です。人間は指の数が5本ですから10進法の方
が数えやすいと思われがちですが、実際には
10までしか数えられません。
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幹事報告 大島三千三幹事

1. 本日、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。

第８回理事役員会議事録
1. 一月のプログラムについて
1月11日例会＜新年会＞事業計画予算案
について
＊予定通り開催する。
事業計画書予算案 承認
1月18日例会＜職業奉仕委員会担当＞に
ついて
＊卓話 外来卓話 講師2550地区片柳均

古代人は親指で他の四本の指の関節を数え
ていたのです。そうすると片手で12、両手で
24まで数える事が出来ます。その当時は電卓
もそろばんもありません。指を折って数える
のが当たり前の時代でした。そのため1年が約
360日である事を含め1日を24時間に分割した
とされています。おそらく時間だけではな
く、物を分配する時にも同様であったと思わ
れます。その名残が1ダースという単位です。
人と物を分け合う時にも約数が多いので公平
に分ける事が出来たのです。そういえば干支
も12支、星座も1年が12ヶ月であることから12
星座になります。他にもギリシャ神話も12神
となります。古代人にとって数える事に12と
いう数字は最適だったのかもしれません。
因みに60の約数は、1・2・3・4・5・6・10・
12・15・30・60となり100までの数字の中では
一番約数が多い数字になっています。10進法
が発達したのはいつの頃かは不明ですが、お
そらく算術が発展し取り巻く環境が大きく変
化して必要となる数字が大きくなった事でそ
の管理をする為に、10進法が発展して現代に
至っているのかもしれません。簡単な疑問で
もちょっと調べてみるとなるほどと思う事が
あります。脳内活性をする為にも皆さんも簡
単な疑問点があれば、調べてみるのも面白い
かもしれません。

職業奉仕委員長 承認
1月25日例会＜外来卓話＞講師について
＊卓話 講師 NPO法人こどもの育ちを応
援する会 理事長 吉成晴香様 承認

2. 黒磯駅前・あじさい・旭商店会より「ど
んと焼き」の協賛依頼の件
協賛金として10,000円を支出する。承認

3. 12月21日例会＜クリスマス家族会＞の運
営について
＊予定通り開催する。承認

4. ROTEX発企画「烏山探検ツアー」
（12月17・18日）の参加について
＊交換留学生ヘイデン君参加、参加費
7,400円を支出する。承認

5. 12月4日＜菊紅会＞の参加費支出の件
＊ヘイデン君と髙木慶一カウンセラー参
加1名15,000×2=30,000支出する。承認

〇 広報委員会 髙木慶一委員長

委員会報告 藤﨑善隆副会長

デジタルフォトコンテスト応募、本日7日が
締切日となっています。
皆様のご協力のお陰で現在34作品の応募が
ございました。ありがとうございました。
黒磯ロータリークラブホームページ会員の
ページにupしますので、12月14日から21日の
間に投票をお願いします。
会員一人3作品を選んで番号と題名を書いて
メールで投票して下さい。
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＜開会宣言＞大島三千三幹事
第1号議案2023－2024年度役員・理事選任
の件
次年度役員と理事の選任について、定款第5
節により役員の選挙を行います。候補者選出
については細則第3条第1節に基づき、去る11
月9日午前11時30分より割烹石山にて理事役員
指名委員会を開催致しました。理事役員指名
委員会より候補者が指名されております。
その候補者（案）をご提示し選任する方法

ニコニコボックス 吉光寺政雄委員

p 大島三千三君 役目が半年おわりました。
p 稲垣政一君 結婚祝ありがとうございました。
p 浜木大治君 結婚祝ありがとうございました。

〇 ゴルフ愛好会 井出法委員長

ゴルフ愛好会の井出です。
既に皆様へはメール等でお知らせをさせて
いただいておりますが、明日12月8日(木) 割
烹石山様にて午後18時より忘年会を行います
ので、ご参加の方はよろしくお願いいたしま
す。

ご自分の作品に投票は無効になります。
メールアドレスstep2001@galaxy.ocn.ne.jp 

2022-2023年度・年次総会
議長 植竹一裕会長

でよろしいでしょうか。
合意を貰う。全員意義なし
＊理事役員指名委員会より指名された候補者
（案）を議長（植竹一裕会長）が発表する。
＜会長＞ 稲垣政一
＜直前会長＞ 植竹一裕
＜理事＞ 藤﨑善隆・安藤譲治・井出法

時庭稔・荒牧明二・村山茂
吉光寺政雄・鈴木隆子・平山博
高木茂

以上12名の審議とる。全員異議なし 承認
＊ここで5分休憩時間と取ります。ただいま
選任された役員・理事の方は、別室で担当
委員長の選任をお願いいたします。
稲垣政一エレクトより発表お願いいたしま
す。稲垣政一エレクトから各理事の担当委員
会・委員長を発表する。
＜会長＞ 稲垣政一
＜直前会長＞ 植竹一裕
＜会長ノミニー（副会長）＞ 藤﨑善隆
＜クラブ奉仕委員長（副会長）＞ 安藤譲治
＜幹事＞ 井出法
＜会場監督＞ 荒牧明二
＜職業奉仕委員長＞ 村山茂
＜社会奉仕委員長＞ 吉光寺政雄
＜国際奉仕委員長＞ 鈴木隆子
＜青少年奉仕委員長＞ 平山博
＜ロータリー財団委員長＞ 高木茂

第２号議案 会計中間報告
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SAA担当 田中徹SAA

出席報告 黒沢洋一委員

点鐘 稲垣政一副会長

次回例会 令和4年12月14日 クラブフォーラム 担当 五大奉仕委員会

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

12月7日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 金澤弘子 澤田吉夫
石山桂子 永山三芳 戸野俊介

前回11月30日分メークアップ(敬称略)
鳥居輝一 時庭稔

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

〇 会計中間報告 髙木茂会計

会計の中間報告をいたします。
詳細は皆様のお手元に配布いたしました報

告書をご覧ください。
一般会計 予算額10,238,097円、収入の部

5,982,314円、支出の部2,541,918円、収入の
部より支出の部を差し引くと現在3,440,396円
となります。

特別会計 予算額3,582,957円、収入の部
2,736,699円、支出の部2,071,633円、収入の
部より支出の部を差し引くと現在665,066円
となります。
残り半年、活発な運営をお願いいたします。
以上中間報告といたします。
＜髙木慶一君>大田原及び大田原中央クラブか
らの交換留学生への支援金はどうなっている
か？
＜大島三千三幹事＞12月一杯が期限となって
おりますので、まだお時間がございます。
＜新役員三役挨拶＞次回例会に持越し
＜閉会宣言＞大島三千三幹事


