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出席報告　出席委員会　小野安正君　(出席規定の適用免除会員数 2 名）
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安藤譲治様  カクヤス商販㈱  代表取締役

カクヤス商販株式会社代表取締役の安藤讓治です。
今回、澤田会長の紹介でロータリークラブのお仲間に
加えて頂く事になりました。まだ何もわかりませんが
よろしくお願いします。
カクヤスは矢板市で私の父が昭和36年、薪輪の製造
販売で創業しました。現在は、農家で必要な物を中心
に品揃えをしたホームセンター形式のお店、「農家の店
カクヤス」を矢板と黒磯で営んでおります。経営理念
は「食と農で地域の繁栄に貢献します」ということで、
地域のために色々な取組をしています。経営者として
もまだまだ未熟ですが、皆様との交流で少しでも成長
できたら良いと思っています。よろしくお願いします。
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L　会長挨拶　澤田吉夫会長

先ほどもご紹介をいたしましたが、本日お越しの、
安藤さんを少しご紹介したいと思います。　安藤社長

日会例 数員会 数席出 数席欠 率席出 UM 数　 率席出正修

日本 7月 03 日 )2(93 )1(23 人 )1(7 人 %1.28 *

回前 7月 32 日 )2(93 )1(23 人 )1(7 人 %1.28 6人 %001

は矢板市で生まれ、育ちました。地元で高校を出てか
ら、東京農工大にすすまれ、家業のカクヤス商販に入

社し、　黒磯店オープンと同時に社長就任し現在に至っ
ております。　現在の住まいは私のすぐ近くに住んで
おり、何かと私は、いろいろと、お世話になっている
次第です。仲間として、どうぞこれから、皆様よろし
くお願いしたいと思います。
さて過日仕事の関係で、群馬県の中之条と言う町に
行ってまいりました。場所は群馬県渋川市の伊香保温
泉より、又車で30分ぐらい北の方向に行ったところで
す。新潟県、長野県に接するところです。ここは、町
自体で　「環境にやさしい町づくり宣言」　をしており
ます。人口は約17,000人位で毎年200～300人の人口
減少があります。（世帯数6,800）
今、総務省で言っている将来は消滅するであろう、
自冶体の部類では無いかと思われますが、それでも一
生懸命に人寄せ事業等を展開しております。その一つ
に行政で、稲ワラを天日干して、お米を収穫すると補
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助金が出ると、言う事で、（水田地帯の景観を良くす
る。）業界紙に乗っていたので、早速たずねてみまし
た。町独自の景観条例だそうです。
秋になりますと昔の田舎の風景を見ようと多くの人
が訪れるようになったという事です。お金はあまり使
わずに、人を呼び込み地元も潤い、喜ばれて、一石三
鳥だそうです。補助金を出すといっても、10a 当り
¥3,000です。それでも町全体では昨年度は、10ha位、
今年は40ha位に増えたそうです。個人では、最高に大
きい面積で1ha位。町の補助金の総額は120万円で、そ
の効果は非常に大きいと思われます。消滅の危機にあ
る集落は、栃木県でも6つの自冶体が将来は、消滅す
ると予測されているようです。過日、県職員との、会
議の中で、公然と、栃木県の6つの町名が言われてお
りました。　那須町、那珂川町（旧馬頭町）、茂木町、
那須烏山市、日光市、塩谷町等です。全国では、896の
市町村が人口減少が著しく、自冶体の運営そのものが
難しくなるといわれております。今後益々予想される
人口減少社会を見据えて、皆さんで、地元に人を呼び
込もうではありませんか。天皇陛下もお越しになる、
この風光明媚な我が郷土を尚一層活性化させようでは
ありませんか。
話は変わりますが、昨日は土曜の丑の日、今日は、う
なぎを先ほどご馳走になりましたが、どうして丑の日
はうなぎを食べる習慣になったのでしょうか。少し調
べてみました。うなぎは飛鳥・奈良時代から滋養強壮
にいいとされ、万葉集にも「夏バテでやせてるならう
なぎを食べなさい」と歌われています。夏の土用が有
名になったのは、江戸時代の発明家・平賀源内が鰻屋
さんから相談を受けたことが由来だといわれています。
そのころ丑の日には「う」のつくものを食べると夏負
けしないという言い伝えがあり、　それにならって「丑
の日にはうなぎを食べよう」という広告を軒先に張っ
たところ大繁盛。他の鰻屋も真似するようになったそ
うです。江戸落語『鰻の幇間（うなぎのたいこ）』で主
人公が散々な目にあうのも、土用の丑のうなぎ屋が舞
台です。鰻にはビタミンA・Eや栄養が豊富なので、真
夏や季節の変わり目に食べるのは理にかなっています
ね。　うなぎを食べて、この暑さを乗り切りましょう。
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1.　2016年度規定審議会代表　比企達男様より、ガバ
ナー事務所を通してRI 2016年度規定審議会への
立法案提出の件について来ております。このこと
に関する情報はロータリーのウェブサイトの規定
審議会のページ（https://www.rotary.org/
myrotary/ja/council-legislation）に掲載されて

おります。
2.　国際ロータリー日本語課から、2013年「手続要覧」
の訂正の連絡が来ております。
・25ページ　誤「パストガバナー審議会」　正「諮
問委員会」。

・37 ページ　誤「ロータリー公共イメージコー
ディネータ」正「ロータリー公共イメージコー
ディネーター」

・46ページ　誤「選挙違反に対する」正「選挙違
反に対する手続」

・209ページ　第4節　誤「50パーセントに達し
ていしているか」正「50パーセントに達してい
るか

・212ページ　第3節(b)　誤「提案を配付しては
ならない」正「提案を配布してはならない」

3.　RI 2530地区2014-15年度ガバナー野﨑清様から
「福島にこらんしょ！」の案内が届いております。
時庭社会奉仕委員長にお渡ししました。

4.　ガバナー事務所から、2013-14国際ロータリー第
2550地区インターアクトクラブ台湾研修旅行の冊
子が届いております。秋葉青少年委員長にお渡し
しました。2014年 3月 23日(日)～ 3月 26日(水)

5.　公益財団法人ボーイスカウト日本連盟理事長、奥
島孝康様から青少年育成のためのボーイスカウト
運動へのご支援のお願い、第23回スカウトジャン
ボリー開催の案内が来ております。
会期：平成27年7月28日(火)～8月8日(土)12日
会場：山口県山口市阿知須きらら浜

  時庭社会奉仕委員長にお渡ししました。
6. ガバナー事務所ロータリー情報研究会よりロータ
リー情報冊子の案内が届いております。大森情報
委員長にお渡ししました。

7.　ガバナー事務所から地区大会のご案内が届いており
ます。皆様のレターボックスに入れておきました。

地区大会プログラム

・　記念ゴルフ大会：2014年9月19日(金)、ホウライ
カンツリークラブ

・　大会第1日：2014年9月20日(土)、勝田屋記念会館。
*登録13時、開会13時 30分。会長・幹事会地区
指導者育成セミナー

*RI会長代理ご夫妻歓迎晩餐会。開会17時
・　大会第2日：2014年9月21日(日)　那須野が原ハー
モニーホール
*登録開始8時 30分、点鐘9時、閉会16時 30分
予定

8.　ガバナー事務所から米山奨学生地区大会参加につ
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いてご案内がきております。鈴木久雄米山奨学会
委員長にお渡ししました。例年ですと米山奨学生
の引率等を各クラブにお願いしていますが、今年
度は学生さんには地区米山記念奨学会委員会より
案内を出し、出欠を取りまとめます。
<参考までに学生さんの参加日程>
2014年9月21日(日)那須野が原ハーモニーホール
8時集合で米山学友会募金活動。
9時開会　紹介は午後の部13時10分過ぎの予定。

9.  8月のロータリーレートは7月と同じく1ドル102
円です。

10. 那須塩原市役所秘書課から渡辺泰之前副市長の退
任と人見寛敏新副市長のご挨拶が届いております。
回覧致します。
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L 卓話　クラブ奉仕委員会  村山茂委員長

澤田年度の事業計画につきましては、本日のクラブ
奉仕の残り6委員会で完了となる訳です。つきまして
は、次の順番で発表をお願いいたします。

１．親睦委員会 秋間　忍委員長
２．出席委員会 小野安正委員長
３．広報/IT委員会 福島泰雄委員長
４．クラブ史料委員会 平山　博委員長
５．雑誌委員会　　　　 相馬征志委員長
６．会員増強委員会　　 礒　勝彦委員長

○　親睦委員会  秋間忍委員長

親睦委員会は委員長に私秋間、副委員長に植竹さん、
委員に豊田さん、福田さんそれと吉光寺さんの5名で
構成されています。
「ビジネスチャンスが欲しい」「国
際感覚を磨きたい」「ボランティ
アの喜びを分かち合える仲間を
探していた」「人生の意義を考え
直してみたい」等々入会動機は
さまざまですが、信頼できる仲間
との親睦はロータリークラブの大
切な基盤です。

澤田年度も会員、及び会員家族との親睦を深めるた
めに以下の事業を行います。

1)　懇親会

１．観     月     会:平成26年10月15日（水）
２．クリスマス家族会:平成26年12月17日（水）
３．新     年     会:平成27年 1月 7日（水）

2)　会員へのプレゼント

１．誕生祝い
２．結婚祝い

3)　3 分間スピーチ

年度始めに親睦委員会がスピーチの順番とテーマを
予め決めさせていただき、年間を通して会員一人一回
のスピーチしていただく。
テーマ：「未来のために今できること」
他人を身近に感じる背景に共感があります。過去の
体験や想い出の中に邂逅を求めるのもひとつですが、
他の人が未来のためにひたすら心掛けてことを聞かせ
ていただくことで、例えそれが健康の話であろうと、
仕事の話であろうと、ましてやそれが世の中の人のた
めに行っている奉仕活動の話であろうものなら、必ず
や会員同士の共感を呼び覚ますことになるでしょう。
そこで、今回のテーマですが、スピーチをいただい
た日から１年以内に新しく何かをしたいと思っている
ことをお話し下さい。例えば、週に二日禁酒するとか、
散歩の距離を延ばすとか・・・。
健康改善の努力や、個人的な地域社会への貢献など
なんでも結構です。

○　出席委員会  小野安正委員長

委員会構成は、副委員長に時庭
稔会員、委員に豊田哲司会員、稲
垣政一会員、大島三千三会員そ
して委員長に私小野安正の5 人
です。本年度の計画は：
1.　SAAと連絡を密にして、例会欠
席の事前連絡を徹底し、無断欠
席「0」を目標方針とします。

2.　出席率100％を努力してまいります。
3.　様々なロータリー行事への参加情報を提供します。
4.　例会欠席届、家庭集会報告書を配布します。

○　広報 /IT 委員会 福島泰雄委員長

澤田年度広報IT委員会は、委員長に私福島が、副委
員長には礒先生、委員に深町先生と稲垣さんという4
人で取り組んでまいります。本年度はゲイリーC.K.ホ
アンRI会長も長嶋地区ガバナーも澤田クラブ会長も共
に「会員一人一人が輝いて、楽しく明るいロータリー
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を創りあげていきましょうとの方
針を打ち出しておられます。当委
員会は、その実現に向かって広
報を通じお手伝いをして参りた
いと考えています。
1.　黒磯クラブホームページの
更なる充実を図ることによ
り、地域社会の人々にロータ
リーについての理解度を深めて
頂けるよう努めます。本年度のＨＰには長嶋Ｇ・森
本Ｇ補佐の写真を載せロータリーの組織を理解し
て頂く等「ロータリーって何」の疑問を少しでも
解消できるよう努めて参ります。またクラブ会員
が経営されている企業ＰＲのホームページ作成の
お手伝いが出来ればと思っています。

2.　7月15日に地区SM委員会が各クラブに対し、「ク
ラブ独自のFacebookページ」を作成して、クラブ
例会や行事、奉仕活動などを広くFacebookで紹介
してみませんか？と呼びかけています。昨夕、澤
田会長始め田中地区SM委員にもご出席頂き、広報
IT炉辺会議を開き、本件の取り扱い方について検
討致しました。いろいろな意見が述べられました
が、地区内他クラブの状況から判断して当クラブ
としてはホームページの更なる充実に力を注ぎ、
Facebookについては地区内他クラブの動きを見極
めた上で、黒磯クラブ独自のページを持つかどう
かを決めていこうという事になりました。

3.　6月に実施された「那珂川水質汚染度調査」につい
て、下野新聞社が7月2日の紙面に掲載して下さい
ました。これは澤田会長他関係者が新年度委員会
編成替えの挨拶に下野新聞那須塩原支局を訪問し
支局長始め記者の方々と面識を深めた上で、丁寧
な情報提供を行ってことが効果的であったと思っ
ています。

4.　地区内の他ロータリークラブの広報担当者との情
報交換は是非実行したいと考えております。ホー
ムページやFacebookへの取り組み方や、広報担当
者としての効果的な活動手段で黒磯クラブが参考
にさせて頂く事を見つけたいと思っています。

5．　クラブ恒例のデジタルフォトコンテストについて
は、目下「お題」を検討中ですが、今のところは
どなたにも巡ってくるであろうシャッターチャン
スの「風景」はどうかなと考えております。コン
テスト入賞作品は、クラブホームページに掲載し
て地域多くの方々に視て頂こうと思っています。

○　クラブ史料委員会 平山博委員長

皆様こんにちは。平山年度中は、皆
様に大変お世話になりました。ま
ずはお礼申し上げます。史料委
員長を務めさせていただきます
平山でございます。副委員長に
石山桂子さんです。一年間宜し
くお願い致します。
まず、従来からの引継ぎであり
ます資料の電子化を進めてまいりま
す。澤田年度の会報と写真集をCD化し、
永久保存を会報委員会にお願い致します。
次に、クラブ史料の整理、管理、保管です。2年前に
福島泰雄さんに保管室をきれいに整理していただきま
した。きれいに管理してあります。有難うございまし
た。あれから、だいぶ経っておりまして、不要なもの
が沢山見掛けられます。少しずつ、暇を見て処分して
まいります。
皆さまに取りましては、大事なものかもしれません
ので、一度保管室を覘いてください。又、会員レター
ボックス周辺も整理致します。史料委員会窓際族と言
われないように、積極的に澤田年度に係わって行きた
いと思っております。

○　雑誌委員会 相馬征志委員長

澤田年度の雑誌委員会の年次計画を
報告します。この年度雑誌委員会
は委員長が私、副委員長が檜山会
員、委員に大島会員の三人で務
めます。
新年度に入る前、計画を立案
するにあたり委員三人が集まり
相談するのが通例ですが。この委
員会には、特別協議をして決めな
ければならないことも無いため炉辺
会合は開きませんでした。
会長経験もある檜山委員にはご理解いただいている
ものと思いますが、大島委員に対しては配慮が足りな
かったと気付き反省しています。
さて、過去数年間「雑誌委員会」の年間計画を見る
限り、「会員にロータリーの公式雑誌『ロータリーの
友』を配布し購読を促すこと、またこの雑誌を市内二
つの高校及び二つの施設へ届けること、そして当クラ
ブが関ったロータリー活動で特筆すべきものがあれば
『ロータリーの友事務局』へ記事を投稿する」などなっ
ております。この年度も当委員会はこれを踏襲するこ
とになります。
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近隣クラブ例会日
◎火曜日　西那須野／割烹いとう　　　0287-36-0028
◎水曜日　塩原／塩原カントリークラブ0287-35-2211
◎木曜日　大田原中央／(有)勝田屋記念館　0287-23-4165

会報委員会：髙木慶一・吉光寺政雄・齋藤武久・田中徹・植竹一裕

◎木曜日　大田原／ホテル龍城苑 　0287-24-2525
◎木曜日　那須／ホテルエピナール那須 0287-78-6000
◎金曜日　黒羽／ホテル花月 　0287-54-1105

○　会員増強史料委員会 礒勝彦委員長

会員からの推薦を受けて、クラブの承認（告示、異議
申し立て）を経て、推薦者と共に入会の勧誘をするの
が仕事かと思っています。勿論、選考・分類委員会と
の繋がりも踏まえてですが、クラブの会員に相応しい
人選の基、会員数の増加を図っていきたいと思ってい
ます。今迄、現在はあまり行われていませんが、担当
卓話時にグループ分けし推薦を出してもらいました。
今年度はそれをオープン化し、その時間に推薦に値す
る方の入会について話しあって行こうかと考えていま
す。そういう意味から、今年度は会員全員が増強委員
であると自覚していただきたいと思います。

初期型 PC の贈呈

NEC  PC8001  1979年 5月に発表され、9月28日に
発売。輸入品を除けば半完成品（セミキット）がほと
んどであった当時のマイコンの中で、本格的な完成品
として登場し、ハード・ソフトとも高い機能と完成度
を誇り、国産パソコンの代表的機種となった。

○　前回  7月 23日分メークアップ(敬称略)
大島三千三、遠藤清和、深町彰、吉光寺政雄、
檜山達郎、石山桂子

次回例会　　　平成 2 6 年 8 月 6 日　　　担当プログラム委員会

●　 7月 30日欠席(敬称略)
石山桂子、上野和明、髙木茂、深町彰、遠藤清和
稲垣政一、月江寛智

RO
T A R Y

I N

T
E R N A T I O

N A
L 3分間スピーチ  吉光寺政雄君

未来のために今できること

皆様こんにちは。まずは休みが続いて植竹さんには
ご迷惑おかけしました。お題が未来の為に今できるこ
と、ということで公私ともに種まきなのかと思ってい
ます。私の部分では結婚して2年なので種まきをしっ
かりしたいと思います。今は娘が一人いますが。仕事
の面では、将来に向けてできること、できないことを
考えつつ、さまざまなことにチャレンジしたいと思いま
す。少し話はそれますが本業の話をしたいと思います。
私は葬祭業という仕事で交通事故の死亡者の葬儀も
多数お手伝いしてきました。加害者がいる場合、加害
者の方は葬儀の際中、外で暑い中見送りまでいて、先
日私が霊柩車担当の際は出棺する霊柩車に向けて土下
座をされていました。交通事故は被害者になっても加
害者になっても自分の今後が変わると思います。
暑い日が続きますが皆様も車を運転する際は十分気
を付けて頂ければと思います。

☺  ニコニコボックス　鳥居輝一君

澤田　吉夫君　安藤社長を迎えて。
村山　　茂君　重ね重ね暑中お見舞い申し上げます。

NECが最初に発表したPCを、将来作る予定の「秋間記念館」に
寄贈。大枚はたいて買ったものだけれど、使いこなせずほぼ
真っ新状態で保管されていた。
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