
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） 25(3) 10(5) 87.9% ― ―

前回 1月11日 35（8） 29(6) 6(2) 87.9% 0 87.9%

会 本日のお客様

NPO法人
こどもの育ちを応援する会

理事長 吉成晴香 様

会 会長挨拶 植竹一裕会長

朝6：00前に起きた時にはまだ暗かったの
で分かりませんでしたが、明るくなるにつれ
雪がひどくなるのを見て、先週の会長挨拶で
もう少し雪が降らないと田植えの時期に水不
足が心配とお話しした事を思い出しました。
山にだけ降ってもらいたかったのですが、思
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い通りになるものではありません。実は昨日
東京に日帰りの出張をして、17:36東京発の
新幹線で戻りました。那須塩原駅に18:45に
到着、在来線で黒磯に19:04に着く予定でし
たが、那須塩原に着くと在来線が止まってお
り、駅員に尋ねると強風のため再開の見込み
が経たないとの事。結局娘夫婦に駅まで迎え
を頼み、無事自宅に帰還することができまし
た。先週の金曜日まで娘夫婦は旦那の故郷に
帰っておりましたので、彼らが戻ってきてか
らのこのアクシデントで、また助かった次第
です。誰もいなければあの強風に晒されてタ
クシー乗り場に立っているか、在来線の復旧
を震えてまっている事になっていました。ま
だ、運が良かったのかもしれません。この例
会修了後お帰りの際、十分に足元に注意して
お帰りください。よろしくお願いいたします。
会長挨拶でお話しする内容がどうしても
偏ってしまいますが、今日もちょいとスポー
ツの話です。
大相撲一月場所は、それまで連続して平幕
力士が優勝していましたが、ついに大関貴景
勝が平幕連覇に幕を閉じました。役力士が当
然の様に優勝して平幕が掻き回す本来の展開
が戻ってきました。途中連敗して苦しみまし
たが一人大関としてプレッシャーに負けず頑
張った貴景勝関にエールを送り、更に高みを
目指して欲しいものです。NHKではホーム
ページで取組の動画配信を毎日行っていまし
た。NHKが今の世の中にマッチした情報を流
す努力をしているのがこの動画配信で分かり
ます。その動画配信で興味を引いたのは、一
番再生回数が多い取組は普通幕内の取組で更
に優勝争いをしている取組の再生回数が多い
のが常です。しかしこの場所は十両の朝乃山
の取組でした。15日間全ての取り組みの中で
再生回数ベスト10総てが朝乃山の取り組みで
した。確かに十両なので放映時間が早いこと
から生放送を見逃すことも多いでしょう。
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また、横綱不在一大関では興味が薄れるの
かもしれません。それにしても驚きの結果だ
と思います。朝乃山関は約一年の謹慎を経て
粛々と稽古して三段目から再スタートしまし
た。相撲に対して真摯に取組んだ結果、今回
十両優勝を果たし、三月場所は幕内に戻る可
能性もあります。一時引退して角界を去るこ
とまで考えたそうです。謙虚に相撲道を突き
進んだことに相撲ファンは感銘を受けた結果
と思います。一度の大きな失敗を糧に再び大
関を目指して欲しいと思います。
世界に目を転じると、昨年のサッカーワー
ルドカップに続き今年は野球の世界大会が開
催されます。今まで大リーガーは開幕前とい
うこともあり、球団が選手の出場自粛を要請
していたのではないかと思うほど、大リー
ガーが参加していませんでした。しかし今回
は各国の代表として大リーガーの参加が増加
しており、日本も栗山監督からの要請に対し
て5名の大リーガーが参加を表明しています。
エンゼルスの大谷翔平選手・パドレスのダル
ビッシュ有選手・カブスの鈴木誠也選手。今
年から大リーグと契約したレッドソックスの
吉田正尚選手。そしてカージナルスのヌート
バー選手の5名です。ヌートバー選手は母親
が日本人でアメリカ生まれのアメリカ育ちで
す。日本でのプレイ経験はありません。その
彼が代表選手になれたのは、代表になる資格
条件が緩く、以下の5つの条件のどれかに適
合していれば代表になれます。
• 国籍(日本)を有する。
• その国(日本)の永住資格。
• その国(日本)で生まれた。
• 本人もしくは親のどちらかがその国
(日本)の国籍を有する。

• 本人もしくは親のどちらかがその国
(日本)で生まれた。

となります。ヌートバー選手の場合は5番目
の母親が日本で生まれた事で条件に合致した
のです。
日本では無名な大リーガーですので、国内
のプロ野球選手から選択しても問題が無いと
思われがちですが、彼が持っていて日本人選
手が持っていない物があるのです。
それは、大リーグ2年目の選手とはいえ、
各国代表となっている大リーグの選手との貴
重な対戦経験の持ち主です。ですから対戦相
手の情報があります。情報合戦の昨今、大
リーガーの知識は大切です。
また、彼はムードメーカーとして大リーグ
では有名な選手です。彼を中心にチームで好
プレーが飛び出す度に「ペッパーグライン
ダー」胡椒を引くように手をまわすパフォー
マンスを塁上やベンチで行い盛り上げる事で
有名です。侍ジャパンがチャンスの時、彼の
パフォーマンスで盛り上がる事でしょう。ま
た、日本のペナントレースと異なる独特な雰

囲気の中で盛り上げ役として期待できると思
います。
これだけでは代表の一枠を確保するには厳
しいのですが、選手としての昨年の成績は同
じ代表選手の鈴木誠也選手より数字的に殆ど
の面で上回ります。更に外野であればどこで
も守る事が出来るユーティリティープレイ
ヤーです。残念ながら日本語は話せませんが、
サムライジャパンの躍進の原動力になる事が
できる選手だと思います。
他にバスケットボールでは八村塁選手、渡
邊雄太選手がMBAで活躍しています。特に八
村選手は強豪のレイカーズからトレードのオ
ファーを受け、今シーズンの活躍が期待され
ています。
他とは逆のパターンですが、大相撲は世界
各国から入門しています。昔はハワイ、最近
はモンゴルを中心に外人力士が増加している
のが当たり前の事になりました。同様にサッ
カー、野球、バスケットを例にしましたが、
バトミントン・卓球・スケートボードと、海
外で認められる日本人選手が増加している今
日この頃です。元はスポーツが好きな少年・
少女が国内の小さな大会で頭角を表して世界
に認められたのは、世界中にいる競技関係者
が日本の小さな大会まで視野に入れている証
といえるでしょう。改めて世界が狭くなって
いることの証明になると思います。スポーツ
に限らず様々な分野で日本人の活躍が今後も
期待しましょう。
今の世の中が、コロナウィルスやウクライ
ナ・ロシア紛争・値上げラッシュとあまり良
い事が無い様に思えます。せめて、世界で活
躍する日本人を応援する事で気持ちだけでも
明るく前向きになって進んでいきましょう。

幹事報告 大島千三千幹事

1. 1月18日の理事役員会で新入会員・入会
承認致しました。この入会に対して異議
のある会員は、本日より1月31日までに
理事役員会へ書面で提出してください。
なお、意義申立てがなければ、入会を認
めます。
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委員会報告 藤﨑善隆副会長

ニコニコボックス 吉光寺政雄委員

p 平山博君 フォトコンテスト入賞しました。
ありがとうございました。

p 田中徹君 1/22、生まれて始めてサイフを
落としましたが黒磯神社のおみく
じで「大吉」を引き無事戻って来
ました。

p 安藤譲治君 吉成様ようこそ黒磯クラブへ！

本日の卓話

NPO法人
こどもの育ちを応援する会

理事長 吉成晴香 様

〇 講師紹介

クラブ史料委員会 安藤譲治副委員長

クラブ史料委員会の安藤です。
本年度クラブ史料委員会は、委員長に荒牧
さんと私の２名で活動しています。
本日の卓話は、ＮＰＯ法人子どもの育ちを
応援する会の理事長吉成晴香さんをお迎えし
て、日頃の活動などをお話しして頂きたいと
思います。
私が運営している子ども食堂「こっこ食

堂」にも協力して頂いていますが、子どもと
その親御さんのために様々な活動をされてい
ます。
では、吉成様よろしくお願いします。

〇 卓話スライド（抜粋）

2. 令和5年2月19日（日曜日）2550地区第１
グループIMへの参加者は14時30分に石山
よりマイクロバスで出発致します。

3. 2022－2023年度、ロータリー財団地区補
助金事業実績報告書を回覧しています。
黒磯中学校の図書館へ、ベンチと木製書
架及びブラケットを寄贈致しました。

4. 次回例会日、2月1日例会終了後理事役員
会を開催いたします。
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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2月1日 卓話担当 国際奉仕委員会

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25日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 高木茂 井出法 戸野俊介
澤田吉夫 石山桂子 檜山達郎 和気勝利
瀬尾紀夫

前回1月18日分メークアップ(敬称略)
（なし）

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


