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会長挨拶 村山茂会長

皆様、今日は。去る6月9日（日）第1グループガバ
ナー補佐のお世話により、第1グループ会長幹事
会が開催され、新旧ガバナー補佐並びに会長幹
事が一同に会し、20１8-19年度の各クラブの活動
報告、2019-20年度の活動方針、引き継ぎ事項等
を確認しました。また、第１グループにはガバナー
補佐経験者による「補佐会」というものがございまし
て、その中で、2020-21年度のガバナー補佐は、6
月中に黒磯クラブから選出願いたいとのことでした。
ちなみに、第1グループの新ガバナー補佐並びに
新会長幹事は、次の通りですのでご紹介いたしま
す。（敬称略）
クラブ名

会長

幹事

6-12

司会

時庭稔君

ては、まだ先のことですので、改めてご案内される
と思いますので、本日はここまでといたします。
なお、引継ぎ会終了後の懇親会も楽しく過ごさせ
ていただきました。段取りをいただきました大田原
ロータリークラブの皆様には、心から感謝申し上げ
たいと思います。
最後に、先ほどの2020-21年度第1グループガバ
ナー補佐の選出につきましては、今月中にというこ
とでございますので、近日中に黒磯クラブ歴代会
長の皆様にご相談申し上げたいと考えております
ので、その節はよろしくお願いいたします。
以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴ありが
とうございました。

幹事報告 植竹一裕幹事

ガバナー補佐

村山年度第16回理事・役員会報告
 会員推薦の件
檜山達郎君・黒澤洋一君・村山茂君の3名より
推薦され、これを承認されました。これを受けて
黒磯ロータリークラブ細則第10条第3節により
公表致します。本日より7日以内に異議申し立
てのある方は植竹までご連絡下さい。次週例
会はお休みですが、6月18日を期限と致します。
また、ご承知の通り2020-21年度のガバナーは、  第1グループ会長・幹事引継会会費支出の件
￥6,000×4名(村山年度会長・幹事 吉光寺年
森本敬三（大田原中央）様でございます。すでに、
度会長・幹事)=￥24,000 支出する事で承認。
公式訪問、地区大会等の日程案が出来ております。
その中で、黒磯クラブの公式訪問に係る随行協力  第16回那須塩原ハーフマラソン大会協賛金依
頼の件
として6回ほど予定されております。詳細につきまし
大田原
大田原中央
西那須野
黒羽
塩原
那須
黒磯

大金 義夫
小川 典重
星野 仁
大西 広明
鈴木 汎
尼野 英行
吉光寺政雄

田平
植木
高橋
手塚
菊池
杉山
藤﨑

孝司
盛雄 川永作衛
正晃
彬寛
悟
浩樹
善隆

出席報告 出席委員会 齋藤幸夫君

本日

（出席規定の免除会員数7名）

例会日

会員数

出席数

欠席数

出席率

6月12日

37(7)

27(6)

10(1)

75%

MU 数

前回 6月 5日
37(7)
32(5)
5(2)
91.4%
1
欠席の場合は当日 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

修正出席率

94.2%
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締切日が6月21日の為協賛を承認し、支払を
次年度とする事で承認。

6月の現時点では目標達成までもうあとひと息で
す。チャンスはあと一回でございます。どうぞ皆様、
目標達成に向けて何卒宜しくお願い致します。

村山年度第35回幹事報告
 ガバナー事務所より米山梅吉創立50周年記念
式典の案内が届きました。次年度開催ですの
で開催案内と出欠表を藤﨑次年度幹事にお渡
ししました。
 ガバナー事務所より、2019〜20年度ロータリー
1年交換学生募集要項が届きました。次年度の
案件ですので、次年度の吉光寺会長・藤﨑幹
事・秋間青少年奉仕委員長にメールにて資料
をお送りいたしました。
 西那須野RCより週報が届きました。回覧してお
ります。
 次回例会が村山年度最終例会となりますので、  副会計 前田貴宏君
未払いの経費ございましたら次回例会までにご
提出下さい。

委員会報告 大島三千三副会長

会計から口座引き落としの連絡でございます。6
月20日1年交換留学生支援金2,000円を引き落と
しさせて頂きますので宜しくお願いします。

 社会奉仕委員会 委員長 藤﨑善隆君
皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。

 雑誌委員会 委員長 澤田吉夫君

先日行われました那珂川水質調査の分析結果
が届きましたのでご報告いたします。BOD（生物化
学酸素要求量）、COD（化学的酸素要求量）、SS
（浮遊物質量）は採取6地点全てにおいて報告下
雑誌委員会から報告です。レターボックスに残留 限値を下回るか、若干上回る程度で例年とほぼ同
物が数多くあります。綺麗にして7月からの吉光寺 様の結果でした。
年度を迎えられるよう宜しくお願いします。
大腸菌群数については、最下流の「河畔公園」
が最も高く、「板室温泉」「岩崎」では低くなり、さら
 スマイルボックス委員会
に「大川林道」「峠沢」の順に低くなっており、こち
委員長 鈴木隆子君
らも例年同様の結果となりました。
スマイルボックス委員会からお願いでございます。 なお、昨年より採取を始めました「三斗小屋宿
今年度も例会は残すところあと1回になりました。
跡」につきましては、昨年は「板室温泉」「岩崎」と

2

「大川林道」「峠沢」の中間ぐらいだったものが、今
回は「板室温泉」と「岩崎」との同程度の結果となり
ました。
以上の結果、私たちの飲み水となる那珂川の水
質は、特に大きな変化もなく安定しており、安心し
て飲むことができるのではないかと思います。

ニコニコボックス 小野安正君

村 山 茂 君

1年間有難うございました。

福 田 逸 男

父の日のプレゼント頂きました。
感謝。
ノルマ達成。

秋 葉 秀 樹 君
鈴 木 隆 子 君

先週の引継ぎ会、日にちを間
違えてしまいました。申し訳ござ
いません。

年度総括
 村山茂会長
本日は最後のクラブ協議会ということで、年度総
括がテーマとなっておりますので、少々硬いお話し
になってしまいますが、お付き合いいただきたいと
思います。
2018-19年度RI会長のテーマが「インスピレーショ
ンになろう」ということで、少し戸惑いを憶えましたが、
8月1日のガバナー公式訪問の際に伊東永峯ガバ
ナーは、「これからロータリーの歴史を作るのは私
たちであることを深く胸に刻み、先輩ロータリアンに
恥じることのないロータリアンとなるよう、自己研鑽
に努め、ロータリアンとしての矜持を持って活動し
ようではありませんか。」とおっしゃいました。併せて、
今年度はポール・ハリス生誕150年の節目を迎え、
今一度彼のインスピレーションを探ってはどうか。
ロータリーの原点を再確認し、その想いを共有する
ことが今後のクラブの質的強化につながるのでは
ないか。このお話を伺って、なんとなくではあります
がイメージが掴めたような気がしました。
これを踏まえ、黒磯クラブとしての方針を、活動の
原点である例会の充実（ポール・ハリス語録等の活
用）並びに奉仕活動の新たな発想と実践を行うこと
により、クラブの更なる活性化と魅力あるクラブづく
りを目標に掲げさせていただきました。
具体的には、
○ 例会の充実及びメイクアップの推奨：ポールハリ
ス語録の活用、外来卓話の活用
最重要項目として会員の皆様にご協力をお願い
いたしました。中でも、外来卓話につきましては、9
月26日国際奉仕委員会による「那須塩原警察署

宇賀持久男署長」、10月3日米山記念奨学会委員
会による「いのちの電話 宍戸信次郎理事長」、11
月7日青少年奉仕委員会による「北那須郷土研究
会 野崎賢治様」など、様々なジャンルのお客様を
お招きし、貴重なお話を伺うことができました。この
ことは、例会の充実と併せて地域社会との接点にも
なったのではないかと思っておりまして、わざわざ
お越しいただきました皆様には、改めて感謝申し
上げます。
また、2月には那須塩原市内3ロータリークラブ＋
那須ロータリークラブでの合同例会を開催すること
ができました。
○ 奉仕活動の充実：全員参加促進
このことにつきましては、継続定番の奉仕活動の
ほか、地域社会とのかかわりを深めるために、新し
い奉仕活動しかも全員参加が可能な活動の検討と
実施をお願いいたしました。その結果、社会奉仕
委員会より那須塩原駅前広場の清掃活動が企画
され、黒磯高等学校インターアクト部とともに実施
いたしました。
他クラブの状況を見てみますと、地域イベントに
出店してポリオの募金活動を行うとか、活発に活動
されております。黒磯クラブとして、まだまだやれる
ことがあると感じておりますので、次年度におかれ
ましても、ご検討いただければと思っております。
なお、2018年は自然災害が多発いたしました。年
初における北陸地方の豪雪災害、7月から9月にか
けて西日本地域を中心に相次ぐ豪雨災害、そして、
北海道地震災害など甚大な被害をもたらしました。
その様な中、西日本豪雨災害に対しましては、黒
磯クラブとして50万円の支援金を拠出いたしました。
なお、継続的な奉仕活動につきまして、次の通り
実施いたしました。
○ 10月28日：那須野巻狩まつり協力（救護班）
○ 11月3日：那須塩原ハーフマラソン大会
○ 11月24日：那須塩原市小学校対抗駅伝競走大
会
○ 4月27日：足尾植樹
○ 5月25、26日：那珂川水質調査の実施（那珂川
源流他５か所のサンプリング）
ロータリー財団、米山記念奨学会支援今年度の
ロータリー財団支援につきましては、ポリオプラス
＄30が新たに加わりました。黒磯クラブでは、ポリ
オに関する直接的な支援が今まで殆んどなされて
いませんでした。ご承知の通り、ポリオはロータリー
が最重点項目として、その根絶を目指しております。
今後、黒磯クラブとしても一考の余地があると思わ
れます。
なお、本年も地区補助金を活用させていただき、
黒磯市内で活動されている「こっこ食堂」に対し、
貧困児童支援を目的に「無料食事券」30万円分の
贈呈並びにクリスマス会を開催いたしました。
○ 米山記念奨学生の受入れ及びカウンセリング
奨学生：権鎬珍(ｸｫﾝ ﾎｼﾞﾝ)君 韓国：宇都宮
大学博士課程（2018-19の2年間）
カウンセラー：平山 博 君
過日、2550地区より2019-20年における新規
受け入れ要請が届きましたが、現状に鑑み、
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新規受入れにつきましては辞退いたしました。
○ 親睦行事
親睦事業もクラブ活動の両輪のひとつでござい
ます。観月会、クリスマス家族会、新年会、観桜会
と回数は少ないですが、令夫人はじめご家族にも
ご参加いただき、それぞれ違った趣の中で楽しん
でいただけたのではないかと思っております。新
年会でいただいたお花、さすがに花は終わってし
まいましたが、元気に次の開花を待っています。
この他５大奉仕部門、クラブ奉仕部門、会場監
督、会計につきましても、それぞれの役割を全うし
ていただきました。殊に、稲垣政一会報委員長に
は、遅滞ない会報の編集発行をはじめ、様々なク
ラブ史料の作成に携わっていただきましたこと、心
から感謝申し上げます。以上、2018-19年の年度
総括といたします。結びに、理事役員の皆様、各
委員会の皆様、１年間のご支援ご協力本当に有り
難うございました。

本部のデータを修正していただきました。会員皆
様のクラブ履歴は以前よりも正確になったかと思い
ます。完璧とは言えないかと思いますが、かなり正
確なデータになったと思います。これは、2回目の
幹事だったからこそ出来たことだと思います。
この村山年度も充実したロータリーライフを過ご
す事が出来ました。1年間大変お世話になりました
事を厚く御礼申し上げまして、幹事の年間総括とさ
せていただきます。

6月12日欠席(敬称略)
鈴木久雄・荒井昌一・秋間忍・安藤譲治
井出法・吉光寺政雄・髙木慶一・豊田哲司
和気勝利・戸野俊介

前回 6月5 日分メークアップ(敬称略)
鈴木久雄

 大島三千三副会長
本年度副会長の役割を仰せつかりました大島三
千三でございます。副会長の役割を考えながらき
たつもりでございますが、その職責が果たせたかど
うかは自問自答しております。
クラブ奉仕委員長として、先日の例会において
11委員会の委員長の皆様には、年度報告を頂き
まして有難うございました。職業奉仕委員会、石山
委員長をはじめ委員の皆様には1年間ありがとうご
 植竹一裕幹事
ざいました。職場訪問では沼原発電所の構内見
2回目の幹事も例会を残すところ1回となりました。 学をさせて頂き電力需要の大切さを考えさせられ
前回は兎に角前に進むことだけでしたが、今回は
ました。社会奉仕委員会、藤﨑委員長はじめ委員
逆に色々と反省すべき事が前回よりも多い気がし
の皆様1年間ありがとうございました。那須塩原駅
てなりません。「2度目だから手慣れてるね」とか「流
前の清掃作業を新しい活動として取り組んで頂き
石に余裕があるみたい」などと言われましたが、ま
ました。また、数多くの継続事業も滞りなく終了して
さに2度目という事が悪い意味での手抜きとなり、
頂きありがとうございました。国際奉仕委員会、時
今となっては反省している次第です。就任挨拶の
庭委員長をはじめ委員の皆様1年間ありがとうござ
時に「職務は、会を運営するための潤滑油」「会長
いました。今年の3月に那須塩原市より消防自動
を筆頭に、各委員会活動がスムースに出来るよう
車を2台、黒磯ロータリーにいただきました。10月
に心がける」とお話しした割に実際はどうだったの
頃にタイ国へ宇都宮ロータリーと一緒に送ります。
か？自分の中で大きな疑問符がついてしまいます。 よろしくお願いいたします。青少年奉仕委員会、安
月4回の例会が3回となった事を理由に、情報伝達
藤委員長をはじめ委員の皆様1年間ありがとうござ
が遅れたこともありました。ガバナー事務所を始め、 いました。足尾の植樹に黒磯高校インターアクトの
皆さんにもご迷惑をお掛けしました。対応が至らな
皆様と参加させて頂きました。百聞は一見にしか
かった事を反省しております。そんな中でも、理
ず感動いたしました。ロータリー財団委員会、荒牧
事・役員会報告や幹事報告にはこれでも気を使っ
委員長をはじめ委員の皆様1年間ありがとうござい
たつもりでおります。棒読みをやめ、皆さんにお伝
ました。米山記念奨学会委員会、瀬尾委員長をは
えすべき事を分かり易くお伝えしたつもりです。こ
じめ委員の皆様1年間ありがとうございました。SAA
れは、自分自身にとってもいい勉強になったと思っ
秋葉委員長をはじめ委員の皆様一年間、例会運
ております。幹事報告は、聞き手に理解してもらわ
営をスムーズに進行して頂きありがとうございまし
なければどんなに話しても無意味なだけです。そう
た。会計、鳥居様をはじめ会計の皆様1年間ありが
言う意味では、幹事報告はとても自分自身の勉強
とうございました。
になったと思っております。皆さんにはご迷惑な部
年度当初の村山会長の方針を会員の皆様の協
分もあったと思いますがご容赦のほどお願い申し
力によりほぼ達成できたと思います。会員の皆様
上げます。
に感謝申し上げます。1年間誠にありがとうござい
今年度スタートの時に会員皆さんの入会年月日
ました。
の確認をしたところ本部のデータに誤りを発見し、

次回例会

令和元年6月26日

近隣クラブ例会日
 火曜日
 水曜日
 木曜日

西那須野/いとう屋
塩原/塩原カントリークラブ
大田原中央/勝田屋記念会館

担当 親睦委員会 夜間例会（退任挨拶）
近隣クラブ例会日

0287-36-0028
0287-35-2211
0287-23-4165

 木曜日
 木曜日
 金曜日

大田原/ホテル龍城苑
那須/ホテルエピナール那須
黒羽/ホテル花月

0287-24-2525
0287-78-6000
0287-54-1105

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆
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