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司会

前田貴宏君

来年は東京オリンピック・パラリンピックの年です。
東京発の景気の良い話が、こちら那須地域にも波
及してくれることを願わずにはいられません。
次回皆様にお会いするのは、1月8日新年会にな
ろうかと思います。皆様、ご家族が健やかに新年を
お迎えになられることをご祈念申し上げるとともに、
来年2020年も変わらぬご指導ご鞭撻を頂きますよう
お願い申し上げまして、挨拶とさせて頂きます。

会長挨拶 吉光寺政雄会長

幹事報告 藤﨑善隆幹事

皆様、改めましてメリークリスマス。年末のお忙し
い中例会にご参加下さいましてありがとうございま
す。
先週のクリスマス家族会では、井出委員長はじめ
片田支配人、親睦委員会の皆様ご設営ありがとう
ございました。会員の皆様におかれましても、ご家
族を多数お呼び頂いて100名を越えるご参加を頂
いたことに改めて感謝を申し上げます。国際ロータ
リーのマローニー会長は、「ロータリーは家族との時
間を犠牲にするのではなく、家族との時間を補うよ
うな経験を提供する必要があります」と仰っていま
す。まさに、マローニー会長が言う、家族との時間
を補うようなクリスマス会だったのではないかと思い
ます。
さて今年一年を振り返りますと、5月に天皇陛下が
即位され新しい令和の時代がスタート致しました。
全英女子ゴルフの渋野日向子選手の優勝や、ラグ
ビーワールドカップでの日本代表のベストエイト進
出、吉野彰博士のノーベル化学賞の受賞など明る
い話題も多かった半面、京都アニメーションでの放
火事件や、あおり運転でのトラブルなど暗い話題も
多かったと記憶される年でございました。
出席報告

出席委員会

例会日

秋葉秀樹君

本日の幹事報告はございません。

委員会報告 荒牧明二副会長

（出席規定の免除会員数7名）

会員数

出席数

欠席数

出席率

MU 数

修正出席率

本日

12月25日

38（7）

32（4）

6（3）

91.4％

前回

12月18日

38（7）

33（5）

5（2）

92.0％

3

100.0％

前々回 12月11日

38（7）

34（6）

4（1）

91.9％

1

94.6％

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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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。

まで選んで頂いて、奮って投票をお願い致します。

 青少年奉仕委員会 委員長 秋間忍君

ニコニコボックス 田中徹君
青少年奉仕委員会の秋間でございます。今回覧
していると思いますが、黒磯高校インターアクトクラ
ブの海外研修の要項が届いております。もちろん
黒磯高校インターアクトクラブには連絡しておりま
す。黒磯ロータリクラブとしては毎年これに対して
約半額の予算を計上しており、詳細につきまして
は回覧に記されておりますので宜しくお願いしま
す。

 親睦委員会 委員長 井出法君
藤崎善隆君

今年も終わりです

田 中 徹 君

今年も終わりです

大島三千三君

メリークリスマス！1年間有難うご
ざいます
メリークリスマス！本年中は大変
お世話になりありがとうございま
す。よいお年をお迎えください
先週はクリスマス家族会にご参
加いただきありがとうございます
こっこ食堂へのご寄付、ご支援
有難う御座います。今日楽しん
できます
今年最後の例会です。お世話
になりました。よいお年をお迎え
ください

村 山 茂 君

片田航介君
親睦委員会の井出でございます。先週はクリス
マス家族会有難うございました。特にトラブル、事
故等はなく楽しんでいただけたと思います。
続きまして新年会のご案内をさせて頂きます。年
明け1月8日（水）会場は当石山、例会点鍾が18時
30分、開宴が19時前後を予定しております。すで
に出欠の連絡は頂いておりますが、再度今週中に
メールにてご確認の連絡をしますので、もし変更
等ございましたらご返信いただければと思っており
ます。

 広報委員会 委員長 植竹一裕君
デジタルフォトコンテストの投票期限が12月29日
となっておりますが、現在、投票者9名と少ない状
態になっております。会員の皆様には、お一人3点

安藤譲治君

髙木慶一君

卓話 クラブフォーラム
前期の反省と後期の課題
クラブ奉仕委員長 荒牧明二副会長
皆さんこんにちは、クラブ奉仕委員会は本年度の
計画として吉光寺会長が推進する会員の増強、家
族参加の親睦行事に重きをおいた委員会運営を
目指し、三つの目標を掲げました。
1、会員拡大を目指す。2、家族参加の親睦行事
に重きを置いた委員会運営を目指す。。3、楽しく
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魅力ある例会運営を目指す。
1、につきましては薄孝明会員か転勤にて、交代
にて前田貴宏会員が入会しました。また、新たに
瀧田雅仁会員が入会しました。現在は純増1名で
推移しております。

2、につきましては、10月に観月会、また先日行
われました家族ぐるみのクリスマス家族会、年を明
けまして新年会が控えております。是非ともご夫婦
同伴で参加願います。
3、につきましては、これからも楽しく魅力ある例
会運営を目指しますので宜しくお願いします。
以上でクラブ奉仕委員会の報告とさせていただき
ます。

 職業奉仕委員会 委員長 泉道夫君

皆さんこんにちは、社会奉仕委員会の安藤です。
社会奉仕委員会では、今までの各種継続事業に
加えまして、来年60周年ということで、今までクラブ
で寄付をしてきました施設設備の修繕と、子ども食
堂への支援事業がございます。
クラブで寄贈した設備では現在、河畔公園のソ
ラーパネル外灯が壊れており、市と協議中で撤去
については市の方で対応、下の銘板は残して今後
新たなものを設置するか協議中でございます。

前期、行ってきたこととしまして、参加事業で那須
の巻狩り祭りへの参加、当日私と澤田会員とで参
加しました。那須塩原ハーフマラソンへの寄付とお
手伝い。小学校の駅伝大会では、寄付と会長がス
ターターを務めました。
今後まだまだ参加する事業がございまして、足尾
の植樹、那珂川水質調査、各種ボランティア団体
への寄付はこれからとなります。
それから昨年に続きまして那須塩原駅前の清掃
活動も実施しました。これからまだまだ事業が残っ
ておりますので皆様のご協力よろしくお願いします。

 国際奉仕委員会 委員長 鈴木隆子君

皆さんこんにちは、職業奉仕委員会の泉道夫で
ございます。ご報告を申し上げます。
まず職業奉仕委員会としまして新入会員に4つの
テストを配布する。ということで今回、新入会員の瀧
田会員にワンセット配布させて頂きました。
それから会員手帳の作成配布につきましては8月
28日に皆様に配布させて頂きました。
3番目として職業奉仕月間に優良事業所訪問見
学を設定しておりましたが、今回9月4日の理事役
員会において、優良従業員表彰に変更させて頂き
ました。1月29日に優良従業員表彰を予定しており
ます。職業奉仕委員からは以上でございます。

 社会奉仕委員会 委員長 安藤譲治君

国際奉仕委員会の鈴木です。今年度は消防自
動車のタイへの寄付と来年実施されます国際大
会への積極的な参加の呼びかけを心掛け活動し
てまいりました。
タイへの消防自動車の寄付に関しましては黒磯
ロータリークラブからも大勢の方に参加していただ
きまして、また皆様のお力をお借りしまして無事に
タイへ届いており、今税関手続きを待っているとこ
ろです。
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国際大会については一次募集で2名の方が参
加、2次募集もございますので是非ともご参加宜し
くお願いします。

 藤崎善隆幹事

 青少年奉仕委員会 委員長 秋間忍君

本年度青少年奉仕委員長を務めさせていただ
いております秋間です。青少年奉仕委員会は昨
年度の安藤委員長から適切な引き継ぎをいただき
まして、本年度も順調に事業を進めております。
主な事業は黒磯高校インターアクトクラブの支援
ですが、その他に本日クリスマス会があります、
こっこ食堂の支援、8月にありましたミルフィーカッ
プジュニアテニストーナメントへの資金援助等があ
ります。
黒磯高校インターアクトクラブの支援についても
う少し詳しく説明します。まず8月10日に葛生ロー
タリークラブがスポンサーを務める青藍泰斗高等
学校の主管で第23回インターアクト年次大会が佐
野市にて開催され、黒磯インターアクトクラブのメ
ンバー、顧問の須藤先生、秋間が参加いたしまし
た。
9月8日には宇都宮グランドホテルにて地区の危
機管理研修会が開催されました。各クラブの青少
年委員長とロータリーの危機管理がどのように関
わるのかよくわかりませんでしたが、世界的に見て
ロータリーそのものの存続が危ぶまれるほどの不
祥事が対外的な青少年活動にあった事例などが
紹介され、危機に相当する事案については真偽
を確かめる前の段階でも地区の危機管理委員会
に報告しなければいけない義務があることを確認
しました。
11月13日には、黒磯高校の加藤正樹校長先生
を黒磯ロータリークラブの例会に講師としてお招き
し、高校教育の現況について熱意溢れるお話を
伺うことができました。
本日12月25日、こっこ食堂のクリスマス会がロイ
ヤルホテル那須にて開催され、青少年奉仕委員
会並びに当クラブの有志がお手伝いに参ります。
一方、これからの主な事業ですが、なんといって
も毎年春に、黒磯高校インターアクトクラブ、社会
奉仕委員会と一緒に楽しく参加させていただいて
おります足尾の植樹祭があります。軽い登山を含
む屋外の楽しい奉仕活動ですので皆様の積極的
なご参加をお待ちしております。

クラブフォーラムがスムーズに進行され、時間が
余りましたので少しお話しさせて頂きます。本日青
少年奉仕委員会より回覧されております、インター
アクトクラブ海外研修の研修先が台湾でありますが、
昨年の今頃の時期に私も台湾に行って参りました
のでその折りのお話しをご紹介致します。
私は栃木県仏教会の研修旅行ということで、ちょ
うど1年前に台湾へ参りました。台北の空港に降り
立ち、新幹線で高雄へ、更に特急列車を乗り継い
で台湾南端から太平洋側の花蓮を経て台北へ戻
る台湾一周の旅行でした。その重要な目的地は台
湾南部、屏東県恒春鎮猫鼻頭にある「潮音寺」とそ
のすぐそばにあるバシー海峡でありました。

太平洋戦争中、バシー海峡は日本本土と南方を
結ぶ重要な航路が設定されており、航行する船舶
は米海軍の潜水艦に標的にされ、まさに『輸送船
の墓場』でありました。海岸には多くの犠牲者の遺
体が打ち上げられ、現地の方が懇ろに供養された
といいます。この犠牲者を慰霊する目的で、自らも
撃沈された輸送船の生存者であった中嶋秀次氏
が建立したのが「潮音寺」であります。この寺の境
内には日本の福井西・熊本西・伊勢原と台湾の高
雄東南ロータリークラブが共同で建立した平和記
念碑文が建てられており、ロータリーの関係者も心
を寄せておられることに感銘を受けました。
来年は昭和で言うと95年、戦後75年となります。
これから四半世紀で100年です。時の流れは止め
られませんが、風化させてはいけない記憶は間違
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いなく存在すると思います。本日台湾にまつわるご
案内を目にすることになり、1年前の記憶を思い起
こしたのも何かの縁かと思い、ご紹介させていただ
きました。

こっこ食堂クリスマス会の開催

12月25日那須町内のホテルにて、安藤譲治会員
が代表を務める子ども食堂「こっこ食堂」のクリスマス
会が行われ、黒磯RCより安藤会員の他に会員4名
がスタッフとして参加しました。黒磯高校インターア
クトクラブより部員4名(引率の先生1名)もイベントの
司会などで参加し会のサポートをしてくれました。多
数の親子が参加しマジックショーやカルタ大会、バ
イキングの夕食を楽しみました。
こっこ食堂クリスマス会スナップ写真

12月25日欠席(敬称略)
荒井昌一・稲垣政一・瀬尾紀夫・福田逸男
戸野俊介・月江寛智

次回例会

令和2年1月8日

近隣クラブ例会日

前回12月18日分メークアップ(敬称略)
前田貴宏・相馬征志・齋藤幸夫
前々回12月11日分メークアップ(敬称略)
時庭稔

担当

親睦委員会

新年会

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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