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司会

瀬尾紀夫君

佐として輩出されます。森本ガバナー秋間ガバ
ナー補佐をクラブ一丸でお支えする一年となりま
すので、皆さまにおかれましてはお忙しいとは存じ
ますが、ご支援ご協力をお願い致します。併せて、
大島年度はクラブ創立60周年式典が予定されて
おります。周年の準備委員会なども、本日の年次
総会ののち、組織などの準備に入るものと思われ
ますので皆さまのご協力をお願い致します。
また、RIの定款変更により年次総会で半期の会
計報告をすることが規則となっていますので、鳥居
会計におかれましては宜しくお願い致します。
本日の年次総会を経て、次年度大島年度がス
タート致します。先輩方から、年次総会まで頑張る
んだよ、と激励のお言葉を頂いて、今日まで会長
職をやっておりましたが、少し気が楽になる気が致
します。残り半年、どうぞ宜しくお願い致します。
ありがとうございました。

お客様
 米山記念奨学生 権鎬珍様

会長挨拶 吉光寺政雄会長

幹事報告 藤﨑善隆幹事

皆様、こんにちは。
本日は年次総会となります。皆様の慎重審議を
頂きまして、次年度大島年度が良いスタートが切
れますようご協力をお願い致します。
大島年度は、皆さまご承知の通り第一グループ
大田原中央クラブから森本様がガバナーになられ
ます。当クラブからは、秋間忍会員がガバナー補
出席報告

出席委員会

秋葉秀樹君

（第9回理事役員会報告）
1. 2019-20年度黒磯ロータリークラブ１月例会プ
ログラムについて
1月22日例会担当を、雑誌委員会から大島会
長エレクトへ変更。2020-21年森本ガバナー年

（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

12月11日

38（7）

34（6）

4（1）

91.9％

前回

12月 4日

38（7）

33（5）

5（2）

91.7％

MU 数

修正出席率
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97.2％

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
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度の地区サポート体制等についてのクラブ協
議会とする。その他上程通り承認。
2. 2020-21（大島三千三）年度理事役員の選出に
ついて、上程通り承認。
3. こっこ食堂クリスマス会（12月25日開催）支援に
ついて、昨年同様、例会時に募金箱を回し協
力する件承認。
4. 沖縄首里城火災に対する支援金について、会
員1名1,000円、クラブより12,000円、総額
50,000円の支援金支出を承認。
5. 次回理事役員会開催日について、8日は夜間
例会のため1月22日開催にて承認。
6. その他
① 新年会会費1名につき4,000円負担の件承認。
② 第1グループ会長幹事会登録料8,000円×5
名（会長幹事、ガバナー補佐）の支出を承認。
③ 米山留学生への結婚記念品、19,800円の支
出を承認。
④ （社会奉仕）河畔公園街灯の取扱について、
街灯部分の撤去を市に依頼、跡地に新たに
設置が可能か市との協議を行うことを確認。
（第16回幹事報告）
1. メールでもご案内致しましたが、雑誌『ロータ
リーの友』の電子版閲覧のID及びパスワードを
ご案内しております。詳しくは幹事へお尋ね下
さい。
2. 回覧物のご案内です。西那須野ロータリークラ
ブ週報およびアジア学院第47回卒業式のご案
内を回覧しておりますのでご確認ください。
3. 12月のロータリーレートは1ドル108円となって
おります。

いします。また、昨年同様バスを用意しております。
石山様の出発が17時45分となっております。ご利
用される方は5分前の17時40分までに集合願いま
す。最終確認としまして、今週金曜日までに皆様
あてにメールをお送りさせて頂きますので、もし人
数の変更がございましたらご返信いただければと
思います。

もう1点は新年会のご案内を回覧させて頂いてお
りますので宜しくお願いします。1月8日（水）例会
点鍾予定が18時30分、開宴予定が19時を予定し
ております。宜しくお願いします。

 職業奉仕委員会 委員長 泉道夫君

委員会報告 荒牧明二副会長

皆さんこんにちは、職業奉仕委員会の泉です。
優秀従業員表彰者の推薦状提出期限が本日と
なっております。手元に置いてお忘れになってい
る方や、例会後に提出される方はFXでお待ちして
おりますので宜しくお願いします。

 社会奉仕委員会 委員長 安藤譲治君
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。

 親睦委員会 委員長 井出法君
親睦委員会の井出でございます。2点連絡がご
ざいます。
来週18日はクリスマス家族会となっております。
夜間例会にて場所がロイヤルホテル那須、例会点
鍾が18時30分、開宴が18時50分を予定しておりま
す。時間及び場所お間違えの無いよう宜しくお願

2

社会奉仕委員会の安藤です。先ほど幹事報告
にも有りましたように、こっこ食堂のクリスマス会を
今年もロイヤルホテル那須のご厚意に甘えまして
行うこととなりました。関連して募金箱を回して頂き
ましたが、もし、まだお手元に来ていないという方
は宜しくお願いします。

年次総会
開会 藤崎善隆幹事

 広報委員会 委員長 植竹一裕君

黒磯ロータリークラブ年次総会を開会いたします。
規定により議長は会長が務める事（細則第4条第1
節）となっておりますので、吉光寺政雄会長よろしく
お願い致します。
広報委員会の植竹でございます。来年1月8日の  議事 吉光寺政雄会長
新年会時に例年通りフォトコンテストを実施します。
現在応募されている方が非常に少なく、応募され
ている方が全員入賞となってしまいますので、皆
様、奮ってご応募願います。なお詳細は、ホーム
ページhttps://www.kuroiso-rotaryclub.jp/ の会
員専用ページに掲載しております。

ニコニコボックス 田中徹君

秋 間 忍 君

フィンランドから、ひばりが丘保
育園にサンタが来ました。

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程3年 権 鎬珍君

黒磯ロータリークラブ細則第5条（会合）第1節に
より、本クラブの年次総会は、毎年12月31日まで
に開催されるものとし、次年度の役員及び理事を
選出すること、また、細則第1条の4により会員数の
1/3をもって定足数となっております。本日の出席
数は、34名ですので、年次総会は成立致します。
また、本日の年次総会議事録作成にあたり、議事
録署名人に黒澤洋一君、大森貞男君のお二人に
お願い致しました。
第一号議案 年次役員と理事の選出について
ご審議頂く次年度役員と理事の選出については
細則第3条第1節に基づき、去る11月27日正午より
割烹石山にて理事役員指名委員会が開催されま
した。その結果、大島三千三君、吉光寺政雄君、
荒牧明二君、植竹一裕君、秋葉秀樹君、髙山茂
君、井出法君、稲垣政一君、泉道夫君、村山茂君、
鈴木隆子君、戸野俊介君の12名が候補者として
選出されましたのでご審議をお願い致します。
質疑を求めるに無く、質疑を打ち切り採決を行っ
た結果、満場一致で承認されました。
では、次年度理事役員として承認された方々は、
別室にて担当職務を決定して頂きます。
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その間暫時休憩と致します。
 荒牧明二会長ノミニー
〇休憩
〇再開
吉光寺政雄会長より それでは総会を再開致し
ます。まず、大島三千三次年度会長より担当職務
とお名前を発表して頂きます。
大島三千三次年度会長より、次の通り担当職務
と名前の発表を行った。
〇役員
・会長
大島三千三君
・直前会長 吉光寺政雄君
・会長エレクト（副会長兼務） 荒牧明二君
・副会長（クラブ奉仕兼務） 植竹一裕君
・幹事
秋葉秀樹君
皆さんこんにちは来年度、会長ノミニーを仰せつ
・会計
髙木茂 君
かり大変緊張しているところです。大島会長の方
・会場監督 井出法 君
針と計画の実施、また当クラブの運営並びに例会
〇理事
の充実、この二つを目標として活動していきたいと
・クラブ奉仕委員長（副会長兼務） 植竹一裕君
思っております。どうか皆様ご協力よろしくお願い
・職業奉仕委員長
稲垣政一 君
します。
・社会奉仕委員長
泉道 夫 君
 植竹一裕 次期副会長
・国際奉仕委員長
村山 茂 君
・青少年奉仕委員長
鈴木隆子 君
・ロータリー財団委員長 戸野俊介 君

選任挨拶
 大島三千三会長エレクト

植竹でございます。副会長という重責を仰せつ
かりました。未熟なのですが、ともかく一生懸命頑
頑張りたいと思っております。とくにクラブ奉仕委
員長を兼務するということで、大島会長の方針を
各委員の皆様に的確にお伝えできるように頑張っ
ていきたいと思っております。皆様のご協力無くし
ては出来ないことでございます。ご協力いただきな
がら1年間頑張ってまいりたいと思っておりますの
で、どうぞよろしくお願いします。

一言ご挨拶申し上げたいと思います。いつの間
にか会長ノミニー、会長エレクトと来てしまいました
が、ロータリーに関し不勉強で諸先輩方にご迷惑
をかけるかなと思っております。ロータリー歴が約7  秋葉秀樹 次期幹事
年で細かいことは正直よく分かりません。ロータ
リーの奉仕の真髄を今噛み締めているところです。
来年は勉強させて頂きたいと思っております。
今日の年次総会の冒頭にて会長からお話があり
ましたように、来年は第1グループの大田原中央
RCから森本ガバナーが輩出されます。そして当ク
ラブから秋間忍君がガバナー補佐となります。また
当クラブが60年ということで周年事業も控えており
ます。このような大きなイベントを迎えるにあたり、
甚だ重責を感じているところです。当然皆様のご
協力が無ければ行うことはできませんので、ご支
援宜しくお願いします。
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皆さんこんにちは、次年度幹事を仰せつかりまし
た秋葉でございます。幹事は55周年記念時にやら
させて頂きました。また今回も60周年記念時の幹
事という大役をお受けさせて頂きました。
大島会長をサポートし皆様により良いロータリー
ライフを提供できればと思っております。宜しくお
願いします。

会計報告 鳥居輝一君

皆様改めましてこんにちは、吉光寺年度も引き
続き会計を担当することになってしまいました鳥居
です。委員は栃木銀行支店長の前田貴宏委員の
二人です。本来ならば会計は3年委員会ですが、
どういう訳か私は今年で5年目になります。
何れに致しましても、後期も与えられた会計の職
責を全うしたいと思います。
そこで、本年も吉光寺会長及び藤崎幹事の方針
に沿って理事会の承認を得ながら迅速に会計の
処理を執り行って参ります。
なお、ニコニコボックス委員会と重複しますが会
計の立場から申し上げますと、ここ数年会員数の
減少により緊縮予算にて会の運営を行っておりま
すので、会員の皆様には奉仕活動費等のご協力
をお願い致します。
（この後、吉光寺年度7月1日から11月30日までの
前期収支報告を発表いたしました）

次期理事役員集合写真

12月11日欠席(敬称略)
時庭稔・荒井昌一・片田航介・和気勝利

次回例会

令和元年12月18日

近隣クラブ例会日

前回12月4日分メークアップ(敬称略)
福田逸男・秋間忍

担当 親睦委員長 クリスマス家族会
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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