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司会 瀬尾紀夫君

社の対戦です。どちらが勝っても初優勝ということ
で、暑い夏にまけない熱い戦いを見せてくれると
 国際ロータリー第2550地区
期待しています。
ガバナーエレクト 森本敬三様
さて、本日取り上げるのは煽り運転です。茨城県
（大田原中央 RC）
であおり運転の末、車を急停車させて顔を殴った
男が逮捕されました。煽り運転は、特に高速道路
上では死亡事故に直結する言語道断の行為です。
こういう加害者を見ると、つくづく思うのは、日本が
銃社会でなくて本当に良かったと思います。こうい
う輩が、怒りに任せて銃を持てば、大変なことにな
ります。
私たちは、社員さんや家族に安全運転を言う立
場ですので、釈迦に説法かと存じますが、私が思
うのは、怒りは敵と思え、という徳川家康の遺訓で
す。煽り運転は話になりませんが、根っこにあるの
は怒りの感情かと思います。車に追い抜かれたと
か、進路を妨害されたとか、他者への怒りと同時に、
思うようにならない自分、うまくいかない自分に普
会長挨拶 吉光寺政雄会長
段からストレスがある人が、車のハンドルを握り、車
という鉄製の道具を操ったときに、怒りの感情が爆
発するのかと思います。思うに、織田信長、豊臣秀
吉と天下人を見ながら、最後に天下を取った徳川
家康が、怒りは敵と思えといったのは含蓄があると
思うところです。
私は仕事柄、交通事故で亡くなった方をたくさん
見てきました。悲惨なのは、加害者がいる場合で
す。葬儀の後に、出棺し火葬場に向かう霊柩車に
向けて、土下座する加害者を何人も見てきました。
謝っても済まないという遺族感情と、謝ることしかで
きない加害者を見るにつけ、ハンドルを握るときは、
安全確認を徹底するとともに、何かあれば「謝って
本日は森本ガバナーエレクトのお越しを頂きまし も済まされない」という緊張感を持つことが大切と
考えます。仕事的には、私よりも時庭さんや村山さ
た、ありがとうございます。
皆様、こんにちは。暑いお盆も終わり、日々いか んが言う内容で、僭越ではありますが、皆さまも、
がお過ごしでしょうか。明日は甲子園の決勝戦で 周囲の方も安全運転に十分にご留意なされますよ
す。石川県代表の星稜高校と大阪府代表の履正 う申し上げ、会長挨拶とさせて頂きます。ありがとう

お客様

出席報告

出席委員会

福田逸男君

（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

本日

8月21日

38（7）

31（6）

7（1）

84.2％

前回

8月 7日

38（7）

29（5）

9（2）

82.8％

MU 数

修正出席率

6

97.3％

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
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ございました。

お客様挨拶
 国際ロータリー第2550地区
ガバナーエレクト 森本敬三様
（大田原中央 RC）
皆さん、こんにちは
今日は突然、お伺いしておきながら、貴重なお
時間をいただきましてありがとうございます。
７月よりガバナーエレクトとしての勉強の機会が
多くなり、9月1日よりＧＥＴＳが3日間にわたり品川
で開催され、また、11月には神戸でロータリー研
究会があり、そして１月には国際協議会と目白押
しです。
そして、何より秋間先生には大変お世話になり
ます。
2020年にはオリンピックが東京で開催され、また
東京ロータリークラブ設立100年の節目の年となり
ます。
東京ロータリークラブ100年と言うことは、日本の
ロータリー誕生100年と言うことになります。まさに
記念すべき年度になります。
大田原中央クラブは弱小クラブでございます。こ
れから迎える様々な行事に対応すること大変難し
く、黒磯クラブの皆様のお力添えをいただきたく
お伺いいたしました。宜しくお願いいたします。ま
た、地区幹事は中央クラブの藤沼会員が務めま
すが、副幹事に人数制限が無いようです。
黒磯クラブ様より１名選出していただけますと
様々な情報が円滑に伝達できるものと考えます。
何卒、お力添えをいただきたく宜しくお願いします。
正式には藤沼幹事より会長様宛にご案内があるも
のと思います。
国際ロータリーでは、ロータリークラブの周知活
動の一環としてロータリーデーを設けています。
地域奉仕活動の一つのテーマとして考えていた
だければと思います。
また、10月24日国際ポリオデーになっています。
ポリオの根絶はあと少しとの事です。
地域の皆様に見うる形での奉仕活動をご一考く
ださい。
本日は、貴重なお時間をいただきましてありがと
うございます。

親睦委員に承認。
3. 米山記念奨学金、寄付金額について（米山）
普通・特別寄付合計19,000円
上程通り承認。
4. みるひぃカップ協賛について（青少年奉仕）
例年通り10,000円の協賛で承認。
5. ハーフマラソン協賛について（社会奉仕）
例年通り10,000円の協賛で承認。
6. 消防自動車寄贈に関わる経費について（国際
奉仕）
輸出コンテナ・宇都宮への移送・諸経費等40万
円、タイにての譲渡式出席者4名に各2万円の
助成金、計8万円の合計48万円を拠出すること
にて承認。
7. その他
那須クラブ解散等の関係から、今後のことを見
越しクラブ定款4条の変更等について検討する
ため、定款細則検討委員会が開催される旨、
会長より報告。

第6回幹事報告
1. 『ロータリーの友』11月号インターアクト活動紹
介記事掲載のお願い
こっこ食堂年忘れイベントについて記事掲載の
依頼が『ロータリーの友』編集部より参りました。
安藤前青少年奉仕委員長に記事執筆の依頼
を致しました。
2. クラブ米山記念奨学会委員長研修会のご案内
田中米山委員長へ転送致しました。
3. こぶしインターアクトクラブ（鹿沼東RC提唱）「認
証状伝達式」のご案内・地区大会インターアクト
クラブ招待案内
秋間青少年奉仕委員長へ転送致しました。
4. 9月15日地区会員増強セミナー開催のご案内
石山会員増強委員長へ転送致しました。
幹事報告 藤﨑善隆幹事
5. 現況報告書につきまして、メールにて皆さまに
校正をお願いいたしました。ご指摘いただいた
第5回理事役員会報告
誤り等は修正いたしましたので印刷に移らせて
1. 2019-20年度黒磯ロータリークラブ9月例会プロ
いただきます。ご協力ありがとうございました。
グラムについて
6. 西那須野ロータリークラブより週報が届いており
上程通り承認。
ますので回覧しております。
2. 新入会員について（ロイヤルホテル那須 片田
7.
インターアクト年次大会の報告を回覧しており
航介会員）
ますのでご覧ください
所属委員会配属について会長一任にて、SAA、
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委員会報告 荒牧明二副会長

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。

ニコニコボックス 田中徹君

森本敬三ガバ
ナ ー エ レク ト 様

次年度宜しくお願いします

藤 﨑 善 隆 君

お盆も過ぎやっとおちついたよ
うな気がします

村 山 茂 君

残暑お見舞い申し上げます

秋 間 忍 君

みるひぃカップジュニアトーナメ
ントへの協賛ありがとうございま
した。お陰様で盛会のうちに終
了しました。
長女が全日本ジュニア障害馬
術大会にて5位入賞致しました
のでご報告させていただきます
森本ガバナーエレクトを歓迎し
て

瀧 田 雅 仁 君

吉光寺政雄君

8月21日欠席(敬称略)
荒井昌一・安藤譲治・井出法・植竹一裕
大島三千三・小野安正・時庭稔

次回例会

卓話 プログラム委員会
委員長 月江寛智君

吉光寺年度の例会は、前年度同様に年間36回
です。1906年のシカゴ・クラブ創立当初、例会は半
月に一度でクラブの目的は、親睦と相互扶助でし
た。まもなくドナルド・カーターの直言により、社会
奉仕概念が定款に加えられ、公衆トイレ設置市民
運動で1909年にシカゴ市内2カ所にトイレを設置し
ました。その頃からシカゴ・クラブは「親睦互恵派」
と「拡大奉仕派」の間に論争が続きました。親睦と
相互扶助関係から脱却して拡大と奉仕を目指す
ポール・ハリスは、16クラブ、1,500名の会員を集め
て1910年に全米ロータリー・クラブ連合会を結成し、
それが進展し奉仕の理論を追求しながら1922年に
国際ロータリー(RI)と改称されました。
RIは全世界のロータリー・クラブの連合体で、
ロータリー全体の管理機構です。RIはロータリーの
目的を推進し加盟クラブと地区を支援することが
目的で、クラブは例会が最も重視されます。例会
は親睦を深め、ロータリーの知識を広め、奉仕活
動を学ぶ場です。
クラブ存続の必要条件は会員の心が結び合った
親睦です。クラブ定款・細則には会員選考・職業
分類・政治的主題の討論禁止など、親睦のてだて
がうかがえます。
RIはロータリーの考え方と方向を定める中核的
価値観を、「親睦」「高潔性」「多様性」「奉仕」「リー
ダーシップ」とし、将来への指針となる戦略計画に
次の３つの優先項目を掲げました。
１．クラブのサポートと強化 ２．人道的奉仕の重
点化と増加 ３．公共イメージと認知度の向上。
ロータリーとは何かと問うとき、クラブ定款に掲げ
る4項目のロータリーの目的を再確認する必要が
あります。
前回 8月 7日分メークアップ(敬称略)
前田貴宏・藤﨑善隆・稲垣政一・安藤譲治
髙木慶一・福田逸男

令和元年8月28日

近隣クラブ例会日

担当

米山記念奨学会

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/ホテル龍城苑

0287-24-2525

○水曜日

塩原/塩原カントリークラブ

0287-35-2211

○金曜日

黒羽/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

会報委員会：髙木茂・稲垣政一・鳥居輝一・秋葉秀樹
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