
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2983回 植竹年度第19回例会会報 2023-1-11 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 1月11日 35（8） 27(3) 8(5) 90.0% ― ―

前回 12月21日 35（8） 27(5) 8(3) 84.3% 2 93.7%

ヘイデン君の日本語原稿

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

誕生祝い

瀧田雅仁君・石山桂子君・金澤弘子君・

（井出法君）

平山博君・（瀬尾紀夫君・井出法君）

会 会長挨拶 植竹一裕会長

新年明けましておめでとうございます。穏
やかな年末年始を過ごされたことと思います。
昨年は一年を通してコロナウィルスとの戦い、
2月からはロシア・ウクライナ紛争など今年
に入っても苦しい環境が続いております。不
安定な円相場、燃料費の高値安定、商品の値
上げ等暗い環境の中で、せめて明るい話題と
して冬季オリンピック・サッカーワールド
カップなどスポーツの分野での日本人の活躍
や夏の甲子園での優勝監督の「すべての高校
生に拍手を」という素晴らしいスピーチなど

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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幹事報告 大島千三千幹事

新年あけましておめでとうございます。今
年も幹事にご支援をよろしくお願いいたしま
す。
1. 第9回理事役員会を1月18日（水）例会終

心温まる話題もあった様に思います。
振り返ってばかりでも仕方ありません。新
しい年を迎えて前を向いて進んでいくことが
大切です。
今年の十二支でいえば卯年になります。十
二支も所違えば動物も変わります。ベトナム
では牛の代わりに水牛、うさぎの代わりに猫
です。チベットやタイも兎ではなく猫となっ
ています。モンゴルでは虎の代わりにヒョウ
だそうです。中国・韓国・台湾は日本と同じ
十二支になっています。日本で聞かれる言い
伝えでは、神様が動物たちに競争させて十二
支を決めたと言われており、ネズミは牛の耳
に捕まってゴール直前で飛び出したからネズ
ミ年から始まり、猫は同じ様に牛に捕まって
いましたが、途中でネズミに騙されて落とさ
れて十二支に入る事が出来なかった事で、今
でもネズミと猫の相性が悪いとされています。
ベトナムやチベット・タイではネズミと猫の
関係に興味湧きます。この三国でもし年賀状
があれば、猫の絵柄になる訳ですから見てみ
たい気持ちあります。
干支と十二支が同じと考える方もいるよう
ですが、実は違いがある事をご存知ですか？
干支は十二支と十干(じっかん)が組み合わ
さった物です。十干とは甲・乙・丙・丁で始
まる10要素です。有名な所では丙午(ひのえ
うま)があります。大阪の甲子園球場も甲子
(きのえ)の時に完成しています。この組み合
わせパターンは60通りになりますから60歳が
還暦となるのです。
今年は干支で言いますと癸卯(みずのとう)
になります。意味として、癸が「揆(はか
る)」という文字の一部であることから、植
物の種が計る事が出来るほど大きくなり、花
が開く直前という意味と言われています。卯
はその字の形から門が開いている様子を連想
し「冬の門が開いて外に飛び出していく」と
いう意味になるそうです。
その事から、「これまでの努力が花開き、
大きく実り始める飛躍できる年」という縁起
の良い年と解釈できそうです。
うさぎの様にピョンピョンと飛び跳ねて素
敵一年になる事を願います。他力本願で期待
だけでは良くなりません。我々自身が前を向
いて進む事が大切です。一丸となってこの一
年を素晴らしい年にしたいものです。今まで
以上に素敵な年になる事を期待して新年の挨
拶とさせていただきます。

了後開催いたします。
2. 令和5年２月１9日（日曜日）2550地区第
１グループIMを大田原RC主管で開催いた
します。開催場所は、黒羽ホテル花月で
予定しております。詳細については、後
日改めてご連絡致します。

委員会報告 藤﨑善隆副会長

委員会報告はありません。

ニコニコボックス 吉光寺政雄委員

p 植竹一裕君 明けましておめでとうござい
ます。
今年も宜しくお願いします。

p 澤田吉夫君 今年も宜しくお願いします。
p 藤﨑善隆君 今年も宜しくお願いします。
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SAA担当 田中徹SAA

新年会

乾杯 檜山達郎君

親睦委員長挨拶 石山桂子委員長

p 鳥居輝一君 あけましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。

p 平山博君 結婚祝ありがとうございます。
今年もよろしくお願いします。

p 金澤弘子君 お誕生日祝ありがとうございま
す。
おかげさまで〇〇才になりまし
た。

p 檜山達郎君 今年もよろしくお願いします。
p 鈴木隆子君 あけましておめでとうございます。
p 渡辺裕雄君 本年もよろしくお願い致します。
p 髙木慶一君 明けましてお目出度うございま

す。
p 稲垣政一君 新年あけましておめでとうござい

ます。

〇 アトラクション 三味線 棚瀬敬太様

〇 ヘイデン君の新年挨拶

〇 餅つき 新旧会長 卯年生まれの会員

ヘイデン君

〇 デジタルフォトコンテスト

高木慶一広報委員長

第22回デジタルフォトコンテスト入賞者
最優秀賞 去年初企画のどんど焼 和気勝利会員

〇 新年プレゼント抽選会

次年度理事役員挨拶

稲垣政一会長エレクト

優秀賞 ミツマタ群生 平山 博会員
々 雪化粧inハンターマウンテン

井出 法会員
佳作 孫の初現場搬入デビュー今日の日当は

和気勝利会員
々 夕暮れ時の東京駅 平山 博会員
々 朝9時のナイスショット 荒牧明二会員
々 私たちは仲良し寝る時も一緒

和気文子様
々 夕焼け 髙木慶一会員

中締め 稲垣政一副会長

出席報告 黒澤洋一出席委員長

〇 新年会司会 浜木大治親睦委員
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餅つき 植竹一裕会長

円卓宴会

親睦委員長挨拶 石山桂子君

アトラクション 棚瀬敬太様

次年度理事役員

新年あけましておめでとうございます。
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新年あけましておめでとうございます。
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次回例会 令和5年1月18日 卓話担当 職業奉仕委員会

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

1月11日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 永山三芳 井出法
秋間忍 佐藤博 瀬尾紀夫 和気勝利

前回12月21日分メークアップ(敬称略)
相馬征志 田中徹

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


