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皆様、こんばんは。10月も終わり、11月に入りま
す。日に日に、朝晩の寒さが感じられる今日この
頃ですが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。
先日は安藤社会奉仕委員長のもとで、駅前の清
掃活動にご参加された皆様、お疲れ様でした。私
は仕事で不参加となり、失礼いたしました。また、
泉社会奉仕委員長、井出親睦委員長の合同炉辺
会議に参加させて頂きました。活発な委員会の議
論を拝聴しながら、石山さんの囲炉裏で鍋を頂き
ました。ご参加された皆さん、お世話になりました。
本日はこのあと観月会ですので、このあたりで失
礼させて頂きます。ありがとうございました。

幹事報告 植竹一裕副幹事
第7回理事役員会報告
1. 黒磯RC11月例会プログラムについて
13日黒磯高校校長加藤正樹氏、27日地区財
団補助金委員長熊倉学氏の外来卓話を承認。
2. 古澤丈策記念碑への寄付について･･･10,000
円の寄付を承認。
3. 次年度地区副幹事選出について･･･泉道夫会
員を推薦することで承認。
出席委員会

福田逸男君

小野安正君

4. 次年度地区委員候補者の選出について･･･現
在2名輩出しており、次年度は「該当者なし」で
報告することで承認。
5. 天皇陛下即位礼への第1グループ広告掲出に
ついて･･･10,000円の支出を承認。
6. 観月会について･･･10月30日開催、参加費負
担4,000円にて承認。
7. 優良社員表彰の件について･･･優良社員3名
選出。選考方法は職業奉仕委員会で検討とい
うことで承認。
8. RI 会 長 代 理 歓 迎 晩 餐 会 登 録 料について･･･
13,000×2名＝26,000円の支出を承認。

会長挨拶 吉光寺政雄会長

出席報告

司会

第12回幹事報告
1. ガバナー事務所より第7回日台ロータリー親善
会議 福岡大会のご案内が届いております。開
催 日 は2020 年 3 月 6 日 （ 金 ） 、 会 場 はホ テル
ニューオータニ博多となっております。締切は
11月29日となっております。ご希望の方は幹事
までお申し出下さい。
2. ガバナー事務所より、行動規範の改定につい
て、台風19号被害のお見舞いについてメール
が届きましたので皆さまに転送させていただき
ました。
3. 黒磯ロータリークラブ定款変更（所在地変更）

（出席規定の免除会員数7名）

次回例会時に発表いたします。

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

につきまして、10月15日付けで承認された旨
連絡があり、手続き完了の通知が届きましたの
でご報告致します。
4. 国際ロータリー第2550地区地区大会の出欠表
を回覧させて頂きます。当日は8時30分登録・9
時点鐘となっております。出欠及びバスご利用
の有無と併せてご記入下さい。また、当日戻り
ました後の慰労会の出欠もご記入をお願い致
します。
5. 来年のホノルル国際大会の案内が届いており
ます。鈴木久雄国際奉仕委員長に転送いたし
ました。

 ゴルフ愛好会 大森貞男君

第1回ゴルフコンペ結果発表・表彰式
日時： 1 0月20日 （日）
場所：那須伊王野カントリ ー
優勝：和気勝利 42·48～90-3 (HDCP) =87(NET)
それでは、 優勝賞金の授与となります

次回第2回ゴルフコンペの開催案内
日時：11月23日（土・祝日）
場所：那須黒羽ゴルフクラプ
本日より、 回覧いたします。たくさんのご参加をお
待ち申し上げます。

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 齋藤幸夫君

相馬征志君

今日、10月30日は私の82回目
の誕生日です。

観月会
 司会 泉道夫君

 会長挨拶
皆様、こんばんは。本日は観月会にお越しくださ
いましてありがとうございます。奥様方も、おいで下
さいまして誠にありがとうございます。ご設営頂いた
井出委員長をはじめ、親睦委員会の皆様、ありが
とうございました。
観月会とは、月を観る会、または月を愛でる会と
申します。夏の暑さからお盆を過ぎると、朝晩に涼
しい風を感じるようになり、10月も半ばを過ぎると、

、少しづつ寒さを感じるようになります。お体ご自愛
頂きまして、12月クリスマス家族会、1月の新年会
でまたお会いできるのを楽しみにしております。

さて、ふとしたことがありまして、皆さまにご紹介さ
せて頂きます。先日、弊社の事務所にお母さんと
20歳くらいの息子さんがお見えになりました。お母
さんいわく、「この子が敷地内を通ってトライアルや
ファミリーマートに買い物に行きます。通ってもよい
でしょうか」という話でした。弊社の位置は、踏切側
から来る人からすると、敷地内を通るとトライアイル
ビバホームへ向かうのに近道になります。誰も何も
言わずに皆さん通行しています。私は、「このお母
さんはなんでそんなことを言いに来たのかな」と疑
問に思っていました。ある日、その男の子が、足を
引きずりながら歩いているのを見て、分かりました。
弊社八州会館の真後ろに、心桜さんという知的障
碍者の訓練施設があります。そこの方だったので
す。誰も何も言わずに通る弊社の敷地を通るのに、
息子に何かあったら、と心配してご挨拶に見えた
わけです。きっとこのお母さんは、この男の子が生
まれてからずっと、息子さんの周囲に気を使いなが
ら時間を過ごしてきたのだと思います。また、子を
思う親心を、私も子を持つ親として深い感慨を以て
感じた次第です。
とりとめのない話で恐縮です。本日は、演奏や石
山さんの美味しいお料理をお楽しみ頂ければと思
います。ありがとうございました。

観

 担当委員会挨拶
井出法親睦委員長

本日は「観月会」のご参加、そして奥様方にもお
越しいただきまして誠にありがとうございます。
お月見の慣習は縄文時代からあったとされ、最
初は月を眺めて楽しむという慣習から始まったよう
ですが、平安時代にはお酒を飲みながら詩歌や
管弦を楽しむという、一般庶民とは縁のない高貴
で雅な催しとなっていたとのことです。それが室町
時代にはお月見も簡素なものへと変化、月を拝ん
でお供え物をするという形に変わってきたそうです。
一般にお月見の慣習が浸透したのは江戸時代
に入ってからですが、祭壇を作って月見団子やす
すきを用意するようになったのは江戸時代の後期
ということで、そのカタチとしてのお月見は割と新し
い歴史だと言えそうです。 また、お月見は農家に
とって農作物の豊作祈願と収穫への感謝を表す
行事でもあります。
秋は様々な農作物の収穫が行なわれる時期。昔
は月明りを頼りに農作物の手入れや収穫に追わ
れたこともあったと言われています。
今宵、黒磯ロータリークラブでの「観月会」でござ
いますが、石山さんのご協力により、大変美味しい
料理とお酒をご用意、そしてピアノ連弾による演奏
も楽しんでいただく会と致しました。
皆様におかれましては、いつも以上に会員相互
の親睦を深める意味でも、存分に楽しんでいただ
ければと存じます。

月 会 歓

乾杯 大森貞男君

談 風 景

中締め 大島三千三君

親睦委員会メンバー紹介

ピアノ連弾奏者

桜岡さん 臼井茂美さん

次回例会

令和元年11月13日

近隣クラブ例会日

担当

青少年奉仕委員会

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

