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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 1 名）
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ロータリー米山記念奨学生　レ ハイアンさん

皆さんこんにちは。ベトナムから
参りましたレハイアンと申します。
4月から米山奨学金を頂き、今
回の例会出席は3回目です。最
初はとても緊張しながら出席し
ましたが、最近はちょっとずつ
慣れてきました。
カウンセラーさん、会長さん、
また皆さんに会えるのが心から嬉
しいと感じています。
学生の自分に対して、偉い方々から色んな話を聞か
せて、貴重なチャンスだと思っています。最後までこ
の貴重なチャンスを大事にしたく、勉強はより頑張り
たいと思っています。本当にありがとうございます。
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台風8 号の影響で各地で大雨によ
る被害が出て、　大変心配をしてお
りましたが、当地では被害が少
なく、安堵いたしました。　今
後も大きな台風や災害が無いこ
とを祈るばかりです。　
過日7月12日 当クラブ会員の半
田久一様のお別れ会が、日本イエ
ス・キリスト教団黒磯教会にて執り
行われました。

第 2 6 4 2 回　澤田年度　第 3 回　会報　2 0 1 4 - 7 - 1 6 　司会　鈴木隆子君

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 61 日 )2(93 )2(92 人 )0(01 人 %4.47 *

回前 7月 9日 )1(93 )1(13 人 )0(8 人 %5.97 8人 %001

クラブ会員はもちろん、一般の方々、仕事関係の方々
はじめロータリーでは長嶋ガバナーをはじめ、森本ガ
バナー補佐、地区より多数の方々が、参列されました。
会員も大変暑い中、多数お手伝いを頂きありがとうご
ざいました。　
お礼を言う暇もなく、失礼が多々あったかと思いま
すが、お許しいただきたいと思います。　　
式は賛美歌の流れる中、厳粛に執り行われました。
三名の方々より送る言葉がありました。私もロータ
リー代表で、最後のお別れの挨拶をさせて頂きました。
半田会員の略歴等に関しては先週お話いたしましたの
で、ここでは省略させていただきます。
今日は眠りについて少し、お話をしてみたいと思い
ます。7月11日の日経ヘルスに、睡眠医療に永らく携
わっていた、スリープクリニック調布院長の遠藤卓郎
さんのお話が載っていたので、少しお話をしてみたい
と思います。
仕事で忙しかったり、ストレスがたまったりして夜
思うように眠れなかったことはありませんか！これか
らは暑さに向け、夜の気温の高い時はなおさら寝不足
になりがちですね。　
その日の疲れは、その日に取ることは、基本中の基
本だと思います。　
疲れたときには、ぐっすり、ゆっくり睡眠をとるの
は、疲労回復の最高の薬では無いでしょうか！　　　
遠藤卓郎医師はこういわれております。寝つきを良く
するのは、直接照明をさけ、間接照明にしたり、体温
の変化を利用するのが一番と言っておられます。
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眠気は体温がグーと下がるときに、温度の変化で生
じるらしく、それには、夕食や運動、入浴等で意識し
て体温を上げておくと、快眠できるといわれておりま
す。暑いからといって、シャワーだけで済ませず、湯
船にしっかりつかり、寝る前にストレッチを行い、暖
かく熱を生む、たんぱく質や炭水化物を取る。入浴、運
動、食事で体を温めればと言うことだそうです。
そもそも睡眠は、体の隅々の細胞レベルで修復が行
われる時間なんです。その修復を行う、成長ホルモン
が分泌のピークを迎えるのは、夜中の0時～3時の間。
　その後3時から6時は心の修復を行う、コルチゾー
ル、と言うホルモンが、最も多く分泌されるそうです。
　体と心を効率よく修復させるには、0時～6時の時間
帯を睡眠に当てるといいでしょうと遠藤先生は言って
おられます。　
それまでの時間は、趣味の時間にあて、なるべく早
くに寝ずにいたいものです。　
これからの夜は益々寝苦しい日々が続くと思われま
すが、一層快眠に心がけて、健康で日々をすごしたい
ものです。
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1.　新入会員推薦の件で、1週間経って異議申し立てが
ございませんので、推薦者は入会を進めてください。

2.　地区地域社会奉仕委員長より、社会奉仕活動の実
施報告依頼が届いております。時庭社会奉仕委員
長にお渡ししました。

3.　地区クラブ例会プログラム委員会より、2013-14
年度下期の例会内容の報告提出依頼が届いており
ます。前年度プログラム委員長　鈴木隆子さんに
お渡ししました。

4.　ガバナー指名委員会委員長　瀬下龍夫様から『ガ
バナー・ノミニー確定宣言』が届いております。

　　2016-17年度ガバナー・ノミニー候補者の推薦期
間を、2013-14年度ガバナー月信第5号で公示しま
したが、2013年12月末日の締め切りまでに候補者
の推薦はありませんでした。

　　2014年7月13日、地区ガバナー指名委員会は、RI
細則13条20節に基づき、足利わたらせロータリー
クラブ会員、栃木秀麿君を2016-17 年度のガバ
ナー・ノミニーに指名いたしました。よって、栃
木秀麿君を「2016-17年度　国際ロータリー第2550
地区ガバナー・ノミニー」として正式に確定致し
ましたことを宣言致します。
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○　植竹一裕会報委員

会報委員会報告、会報用ファイルを希望者の方のレ

ターボックスに入れておきました。ご活用下さい。
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○　秋葉秀樹青少年奉仕委員長

本年度の青少年委員長を仰せつ
かった秋葉秀樹です。副委員長
に荒牧明二さん、委員に遠藤清
和さん、髙木慶一さんの計4名
で運営してまいります。
五代奉仕部門の一つである新
世代委員会が、本年度より名称
が青少年奉仕委員会に変わりま
した。
青少年と明確になったことから、世代
を絞って支援活動できるように努めていきたい。
青少年奉仕委員会での役割は12歳から30歳までの
青年男女の指導力養成活動、社会奉仕プロジェクトお
よび国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と異文
化の理解を深め育む交換プロジェクトを通じて、青少年
ならびに若者によって、好ましい変化がもたらすこと。

黒磯高校インターアクトクラブ支援

世界で最初のインターアクトクラブは，1962年にア
メリカ・フロリダ州メルボルン高校で生まれました。
現在は世界の110カ国に8,700ものクラブがあり，20
万人を越える会員が活動しています。
インターアクトクラブは，ロータリークラブが提唱
する，14歳から18歳までの青少年または高校生のため
の奉仕クラブです。奉仕と国際理解を推進するプロ
ジェクトを行います。インターアクトの目標は指導力
や高潔な心を身につけ、他者への思いやりと尊重の念
を育み、個人としての責任や一生懸命仕事をすること
の価値を理解し、国際理解と親善を推進する。

・・・・・　　　　　第 18 回インターアクト年次大会
大会テーマ　｢輝ける未来に向けて｣

日時　2014年8月9日（土）9時30分～15時30分
場所　宇都宮共和大学・宇都宮短期大学　

　　　　　　　　　　　　　　　長坂キャンパス
　　　　　生徒11名　顧問1名計12名
・・・・・　　　　　台湾海外旅行研修

ライラセミナーへの参加募集

RYLAの誕生は、1959年にクィーンズランド州の自治
権獲得100周年記念祝賀会にあたって、ブリズベーン
ロータリークラブが全豪から青年を集めたことから始
まりました。日本では、1976年に大阪・和歌山で開催
されたのが始まりです。
ライラセミナーの内容について少し触れてみます。
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ライラセミナーは 14 歳から 30 歳までを対象にセミ
ナーを開催しています。受講生は、ロータリアンの企
業に所属している方が多くを占め、その他は、ロータ
リアンの家族や知人、ローターアクト、インターアク
トなどです。毎回、事前にテーマを決め、そのテーマ
についてグループ討議をし、考えをまとめていきます。
セミナーの魅力の一つは、テーマについて各界でご
活躍の方々の講話を聞くことができることです。そこ
で学んだことや感じたことを参考に討議を行います。
もう一つの魅力は、仲間との出会いです。このセミ
ナーに参加することにより、いろんな異業種の人たち
との出会いがあります。これがきっかけとなり、仕事
の関係に進展することや、更には人生のパートナーと
して結ばれたケースもあるみたいです。この年代に
とっては特に貴重な体験であり、大きな財産になると
思います。

第 2 0 回足尾植樹活動

足尾銅山の煙害で荒廃した山に緑を取り戻そうと
1996 年から始め、ことしで19 回目。これまでに延べ
16,760人が参加し約72,000本の苗木が植えられました。
他の奉仕委員会と連携をはかり活動していきたい。
奉仕委員会と相互扶助の関係を築き、一丸となって活
動をしていきたい。

ローターアクトクラブに関して

2550 地区の宇都宮東と足利東ロータリークラブの
ローターアクトクラブに参加して、情報収集などをし
ていくつもりです。

○　植竹一裕国際奉仕委員長

今年度の国際奉仕委員会は、副委員
長に髙木茂さん・委員に相馬征志さ
んと私の三名の構成になっており
ます。
国際奉仕の理念は、他国に対
する奉仕の心ということになり
ますので、ポリオ撲滅や、緊張
状態にある難民キャンプ等への医
療物資の寄付などになってくると考
えております。
今期について考察するに、黒磯ロータリークラブの
現状を考えますと、定期的な支援・寄付による貢献に
力を入れるよりも、他国に緊急事態が発生した時に対
する可及的速やかな対応をする事に集中すべきかと思
います。
つまり、期首にあたり計画を組んでおいて予定通り
の推進していくのではなく、万事に対して対応できる

仕組みづくりを致します。
日々の対応としては、青少年奉仕委員会のインター
アクト海外研修や、米山記念奨学生のバックグランド
でのバックアップに勤めてまいります。
国際奉仕という事に拘らないで、奉仕活動に対する
積極的な参加をしてまいります。限られた予算の中で
の活動ですので、万が一の海外支援が発生した場合に
は、臨時のご協力を皆様にお願いすることも有るかと
思います。その際には、是非とも心暖かいご支援をお
願い致します。

☺  ニコニコボックス　津久井誠二君

村山　　茂君　今年もスイカが順調に育っています。
澤田　吉夫君　本日で例会3回目。ハラハラドキドキ

です。
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3 分間スピーチ"今年度のテーマはこの一年の間に
新しく取り組む事や、改善したい事の発表です。本当
は吉光寺さんですが、欠席のため秋葉さんにお願い致
します。次週は吉光寺さんですが、念のため津久井さ
んにも準備お願いいたします。

○　秋葉秀樹君

未来への一歩として、スピーチした時から１年の間
に新しく取り組む事や、改善したい事を!
私は2005～ 2006年の金澤年度に黒磯ロータリーク
ラブに入会しました。入会当時の年齢は29歳10ヶ月で
した。現在は39歳10ヶ月になりました。加齢のせいか、
5歳の娘にお父さんはくさいとかデブと言われるので、
今年挑戦したいことは、ずばり｢ダイエット｣です。た
だ、急激に行うと難しいので考え方を変えました。
私のようなデブは満腹ではないから食べる。一方痩
せている方は空腹だから食べる。この考え方を変えた
ところで半年で110㎏から103㎏になりました。年内
で100㎏を下回るつもりです。そしてかっこいいお父
さんになりたいです。

故半田久一兄追悼記念式

故半田久一兄の追悼記念式が、能勢輝男牧師のの下
7月12日(土)日本イエス・キリスト教団黒磯教会で執
り行われました。2550地区からも板橋敏雄様はじめ多
数の方々がご臨席になりました。クラブを代表し、澤
田会長が送る言葉を述べました。

○　送る言葉　澤田吉夫会長

今は亡き半田久一パストガバナーの御霊の御前に、
お別れの言葉を申し上げます。　



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
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次回例会 平成26年7月23日 担当 職業・社会・米山記念奨学会・ロータリー財団委員会

●　 7月 16日欠席(敬称略)
大森貞男・吉光寺政雄・鳥居輝一・荒牧明二
時庭　稔・遠藤清和・深町　彰・豊田哲司

○　前回 7月 9日分メークアップ(敬称略)

大島三千三・黒澤洋一・遠藤清和・髙木　茂
相馬征志・秋間　忍・深町　彰・吉光寺政雄

あなたは、1966年4月6日
に黒磯ロータリークラブに
入会して以来、例会百パー
セント出席45年を目前にし
ながら、6月3日永眠されま
した。　
長きに亘りロータリーの
奉仕の理想を追い求め、我
がクラブの亀鑑として尊敬
を集め様々な功績を残され

ました。1982年～83年度黒磯ロータリークラブ会長、
1990年～91年度地区分区代理を歴任され、2000年～
2001 年度には我がクラブ始めての国際ロータリー第
2550地区ガバナーを務められました。　　
その後地区諮問委員としてご活躍し、さらに国際
ロータリー2005年～2006年度、韓国GSEチームリー
ダーとなり、国際奉仕に貢献されました。
国際大会やアジア会議にも、たびたびご参加なされ、
規程審議会、地区代議委員、第3750地区ロータリー文
庫運営委員会委員、財団監査委員会委員などの重責を
担われ、ロータリー財団では、遺贈友の会チャーター
メンバーでもありました。
黒磯ロータリークラブの在籍最年長者として、我が
クラブの歴史は言うに及ばず、ロータリーの全般に亘
りその造詣は広く、詳しくご理解なされていて、細部
に亘り常に会員をご指導くださいました。
ロータリーのことは、あなたに尋ねれば、全てお答
え頂けるという、まさに頼りの人でありました。　
会合ではお酒は飲まず、要請される挨拶は要領を得
た言葉でいつも会を引き締めて頂きました。思いもよ
らず、遠くドイツフランクフルトの地で、天に召され
ました。
あなたの心をかんがみながら思い及べば、ロータ
リーの奉仕の理想を実現するために、思い残しのこと
が、おありであった事と忖度いたします。

例会でいつもお座りになっていた席は、今は空席と
なり、クラブの中にも会員の心の中にも大きな穴が開
いてしまいました。　　
あなたとロータリーの事をお話すれば、尽きること
はありませんが、　長年に亘り国際ロータリーの為、献
身的にご奉仕されましたご功績をたたえながら、黒磯
ロータリークラブを代表し、深い感謝と永久の安らか
な眠りをお祈りしつつ、送る言葉といたします。

○ ご臨席者名簿

・板橋敏雄様ご夫妻 PG
・大竹義夫様ご夫妻　 PG
・村上　肇様ご夫妻 PG
・比企達男様 PG
・長嶋一郎様ご夫妻 ガバナー
・増山  誠様 財団監査委員会委員長
・藤原郁三様ご夫妻 ロータリー財団委員会委員長
・吉成慶司様 クラブ奉仕委員会委員長
・森本敬三様 第一グループガバナー補佐
・栃木秀麿様 2016-17年度ガバナーノミニー
・長島様・渡辺様 2550地区ガバナー事務所
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