
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

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18日 35（8） 29(6) 6(2) 87.9% ― ―

前回 1月11日 35（8） 27(3) 8(5) 90.0% 2 93.7%

会 本日のお客様

第22回フォトコンテスト入賞者表彰
髙木慶一 広報委員長

〇 最優秀賞 「去年初企画のどんど焼」
和気勝利 会員

〇 優秀賞 「ミツマタ群生」
平山 博 会員第2550地区 職業奉仕委員長

片柳 均 様

栃木南ロータリークラブ
株式会社セレモール 取締役会長

委嘱状伝達 植竹一裕会長

第2550地区 DX推進委員会委員（旧
ソーシャルメディア並びにIT推進委員）

秋間 忍 会員

会 会長挨拶 植竹一裕会長

まずは、片柳地区職業奉仕委員長様、よう
こそ黒磯クラブにお越しくださいましてあり
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がとうございます。後ほどの卓話を楽しみに
しております。
会員の皆さん、先週の新年会で楽しいひと
ときを過ごせたのではないかと思います。特
に交換留学生のヘイデンくんは、津軽三味線
や人生初の餅つきは楽しかったのではないで
しょうか？改めまして、親睦委員の皆様大変
お疲れ様でした。
1月14日に駅前の三商店会主催で、那珂川
河畔公園横の砂利採掘場跡地でどんと焼きが、
翌日15日には黒磯駅前通りを通行止めにして
3年振りの初市が開催されました。全国に目
を転じても、初詣の自粛解除や新春恒例の箱
根駅伝も沿道での応援規制も解除され、多く
の人々が沿道で応援している様子がテレビを
通して分かりました。まだまだ感染対策を行
いながらとはいえ、制限のない活動が全国的
にも始まっている様です。
取引先からの新年の挨拶や新春講和会等の
新年行事もひと段落して、いよいよ正月気分
も一掃されて新たな年が正式に始まりました。
ロータリーもハーフターンして残り半年と
なりました。前半戦を振り返ると私自身が濃
厚接触者とまではいかないまでも、例会や地
区大会を自粛せざるを得ない状況に置かれ大
変ご迷惑を皆さんにお掛けしたと思います。
後半戦は同じ事が繰り替えされる事がない事
を願うばかりです。
後半の活動として、第一グループのIMが2
月19日・観桜会が4月5日・足尾植樹が4月29
日・会長主催の夜間例会が5月17日・那珂川
水質調査が5月27日に予定されています。他
にも贈り先が確定していないマスクの寄贈先
の検討等があります。皆さんとガッチリとス
クラムを組んで気を抜かないで進めていくつ
もりです。
コロナ感染対策として、自宅待機でも例会
に参加可能とするためのズームを利用したハ
イブリッド例会を継続した事で、多忙の中例
会場に来る事が出来ないメンバーさんが有効
に利用されている事は、非常に新しい例会運
営と感じています。大前提は例会に参加する
事ではありますが、その参加条件が厳しいこ

とで勧誘することのネックにもなりかねませ
ん。更に有効なハイブリッド例会の運営方法
を深掘りしたいと考えております。
ところで年が明けて少しだけ日が伸びた気
がしませんか？皆さんご存知のように昼の時
間は一番短い日が冬至である事はご存知で
しょうが、一年で一番日の入りが早く一番日
の出が遅いとお思い込んでいませんか？実は
昨年を例にすると日の入りが一番早かったの
は12月6日の16：24でここを起点に徐々に日
の入りは遅くなります。日の出が一番遅いの
は1月8日の6時52分で徐々に早くなっていま
す。ちょうどその中間あたりに冬至があるの
です。確かに日照時間は冬至が一番短いので
すが、地球の時点が斜めになっていることも
あり日本が赤道上に位置していないためにこ
のような現象が起こります。日の入りが遅く
なると春の訪れを感じる様になります。旧暦
で1月は立春です。新暦にするとおそらく2月
4日頃と思われます。春はもうそこまで来て
います。
これから春の季節の便りとして様々な花の
開花情報がニュースになってきます。四季の
スタートとなる春の風景が待ち遠しくなりま
す。木の芽吹きや、様々な花が咲き始め世の
中が明るく感じる季節です。多くの人が春と
いう季節は好きだと思います。各地の梅の開
花予測は1～2週間ほど前倒の傾向にあるよう
です。楽しみですね。
しかし、残念ながら気持ちが明るくなる話
題だけではありません。それは、スギ花粉か
ら始まる花粉症です。今年の花粉は例年より
飛散量が多いと予想されています。花粉症の
人には辛い時期の始まりかもしれません。特
に今年はヒノキ花粉が増えるそうです。ご注
意下さい。そうしてみると、物には何にでも
良いところもあれば悪いところもある訳で、
春を楽しみにしている人ばかりではなく、花
粉症の為に憂鬱になる人もいます。では、こ
の冬はどうでしょう？おそらく地域に暮らし
ている人は例年より雪が少ない事に胸を撫で
下ろしていると思います。去年正月の初詣は
雪の中でしたが、今年は穏やかな正月でした
ね。雪は降るより降らない方が助かるという
人は多いはずです。
しかし私は那須連山の積雪量の少ないさが、
農家さんにとって田植え時期に水不足になる
のではないかと心配しています。当然農業は
自然との戦いですから、出来れば積雪という
形で山に貯水してもらえると、ちょうど田植
えの準備の頃に溶けて地下水となり那珂川に
流れ込み田植えに必要な水が出来るのです。
もう少し雪が降っていて欲しかったです。
光と影、表と裏。何にでも真逆の見方・考
え方がありますが、それでも過ごしやすい季
節である春が早く来て欲しいと思います。

植竹一裕会長
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幹事報告 大島千三千幹事

＜令和5年1月18日（水）理事会議事録＞
（１）2月のプログラムについて
2月1日例会 外来卓話・講師について
＊講師 帝国造林（株）・大田原市森林
組合 代表 植竹雅弘氏 承認
2月15日 例会 卓話・村山茂地区委員
＊講師 2550地区2022-2023年度
会員組織委員会 委員長 狐塚秀幸氏
（今市RC） 承認

（２）2550地区・第一グループ・IM開催の件
2月19日（日曜日）ホテル花月（大田原
RC主管）詳細別紙 登録料 全会員35名
×6.000円=210.000円
マイクロバス 50.000円 承認

（３）新入会員・入会の承認の件
氏名 小川大輔 事業所 （株）中屋
金四郎商店 役職 専務取締役 承認

（４）ロータリーでクレジットカード作成に
あたり、次年度会計 時庭稔さんの名義
にする。 承認

（５）赤い羽根共同募金に10.000円募金する
承認

（６）ロータリー財団地区補助金を利用し黒
磯中学校・図書館にベンチと書架を寄贈。
368.830円の内クラブより持ち出しが
102.830円 102.830円の支出 承認

1. 第9回理事役員会を本日例会終了後開催
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の出欠表をお回しいたします。
石山よりバスが出ますので、記入してく
ださい。

委員会報告 藤﨑善隆副会長

〇 社会奉仕委員会 鳥居輝一委員長

社会奉仕委員会の鳥居です。
委員会からのお願いでございます。それは
マスク配布の件になります。
配布先については平等に使用して頂く目的

で、那須塩原市のコロナ対策室に大島三千三
幹事と共に面談をしましたが、マスクは多数
在庫があり、また保管場所もなく丁寧なるお
断りを頂きました。
また、那須町の社会福祉協議会に打診をし
ましたが「気持ちだけ頂きます。」と言う事
でこちらもお断りされました。
そこで、配布先を皆様のお知恵をお借りし
たく存じます。諸々のアイディアを提示して
ください。宜しくお願い致します。
結びに委員会では、家庭集会を1月31日

（火）ソレイユにて午後6時30分より設営致
しましたのでメーキャップをご希望の会員の
皆様は大歓迎ですので、私まで申し出くださ
い。
以上になります。宜しくお願い致します。

委員会報告 藤﨑善隆副会長

社会奉仕委員会 鳥居輝一委員長

〇 会計報告 髙木茂会計

会計から1月分の引き落としをご連絡いた
します。
① 年会費後期分 会員全員 90,000円
② 留学生支援金 会員全員 2,000円
③ 観月会会費 参加者 4,000円
④ クリスマス会会費 参加者

会員、奥様、中学生以上 4,000円
小学生 3,000円
未就学 2,000円

⑤ 旅行会費 旅行会会員
1月〜3月分 9,000円
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ニコニコボックス 吉光寺政雄委員

p 佐藤博君 あけましておめでとうございます
スマイルも宜しくお願いします。

p 吉光寺政雄君
片柳地区委員長を歓迎して

p 片柳均様
p 秋間忍君 新年会で皆様にご挨拶できませ

んでしたので今年もよろしく！
p 瀬尾紀夫君 結婚祝ありがとうございます。
p 髙木慶一君 1/14三商店会連合会でのどんど

焼きが無事終了しました。
p 瀧田雅仁君 誕生祝ありがとうございました。

本日の卓話

RI第2550地区 職業奉仕委員長
片柳 均 様

職業奉仕委員長の吉光寺でございます。
本年度職業奉仕委員会は、副委員長に和気
さん、委員に永山さん、私の3名で活動して
参ります。
本日は月間テーマに関連して地区より片柳
職業奉仕委員長をお招きし、卓話を頂きます。
私たちにとって、職業奉仕を考える一助にな
れば幸いです。

〇 講師紹介

吉光寺政雄職業奉仕委員長

〇 卓話スライド（抜粋）

会計 髙木茂君
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SAA担当 田中徹SAA

出席報告 黒澤洋一出席委員長
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次回例会 令和5年1月25日 卓話担当 クラブ資料委員会

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18日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 永山三芳 井出法
浜木大治 戸野俊介

前回1月11日分メークアップ(敬称略)
秋間忍

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


