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会長挨拶 吉光寺政雄会長

皆さんこんにちは。最近は寒い日が続いておりま
すが、皆さまご家族体調などはいかがでしょうか。
どうぞご自愛下さいますようお願い申し上げます。
さて、さる1月11日は第一グループ会長幹事会が
カツタヤさんで開催され、秋間次年度ガバナー補
佐、私、藤崎幹事と、大島次年度会長、秋葉次年
度幹事の5名で参加して参りました。その席で、塩
原クラブから、1月をもってクラブを解散する旨発
表がありました。那須クラブに続く形で、塩原クラブ
も解散となってしまいました。もとは、第一グループ
は、那須、黒磯、西那須野、大田原、大田原中央、
黒羽、塩原の7クラブあったわけですが、5クラブと
なってしまいました。
また、1月19日には職業奉仕の地区研修会が宇
都宮護国会館で行われ、私と泉職業奉仕委員長
で参加して参りました。講師の、他地区のパストガ
バナーが講演して下さり、職業奉仕の深い部分を
お教え頂きました。
さて、本日取り上げるニュースは、「スキー場に雪
がない 【下手したら倒産】ホテル悲鳴」です。今
年は全国的に暖冬で雪不足になっています。弊
社のような施設では雪が少ないのは助かりますが、
冬雪が少ないと、山に雪が無い、田植えの時期に
出席報告

出席委員会

秋葉秀樹君

司会 前田貴宏君

水不足で農家さんがお困りという事態にもなりかね
ません。福島県の猪苗代スキー場は、昨年12月21
日のオープン予定日から一度もオープンできてい
ません。併設する猪苗代リゾートホテルでは、例年
1月は全49室の客室がスキー客で満室になるとこ
ろ、今年はキャンセルが200件、500人以上になっ
ています。支配人によると、「今年は、お客様は8割
減、下手したら倒産する」とのことです。スポーツイ
ベントも影響が出ていて、全国高校総体の兵庫、
岡山、鳥取県は雪不足で予選会が開けず、過去
の実績で選手を選抜するそうです。来月2月には
富山県で予定されている国体でも、スキー競技場
で、雪不足の為、開催が危ぶまれているそうです。
今年の暖冬の原因は、地球温暖化の影響と言う
よりも、偏西風の風向きが例年と異なり、北極の寒
気を下に押し流す風向きが弱いのが原因のようで
す。
最後に、私たちの子ども、孫の世代に、この地球
を良い形で渡せるよう環境問題に対する意識は
持っておきたいと思っています。食べ物のロスや、
使い捨て割りばしや容器を少なくする、暖房なども
適切に使うなど身の回りから意識していきたいと思
います。

幹事報告 藤﨑善隆幹事

（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

1月22日

37（7）

33（5）

4（2）

94.0％

前回

1月 8日

37（7）

34（6）

3（1）

97.2％

MU 数

修正出席率

2

100％

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

（第20回幹事報告）
1. ガバナー事務所より、ホノルル国際大会日本
人親善朝食会の案内が届きました。鈴木隆子
国際奉仕委員長へ転送致しました。
2. 同じくガバナー事務所より、新入会員研修セミ
ナーのご案内が届きました。檜山ロータリー情
報委員長へ転送致しました。
3. 回覧物のご案内です。3月21日、22日福島県
にて開催されます「復興フォーラム」のご案内
が届きました。参加ご希望の方は幹事へお申
し付け下さい。
4. 那須塩原市国際交流協会ワールドフェスタの
ご案内が届きました。2月16日開催となってお
ります。
5. 西那須野ロータリークラブより週報が届いてお
りますのでご覧ください。

委員会報告 荒牧明二副会長

齋藤幸夫君

今年も宜しくお願い致します。

秋 間 忍 君

優秀従業員表彰有難うございま
す。

委嘱状伝達
 秋間忍君
第1グループガバナー補佐
地区運営委員
国際⼤会参加推進委員
危機管理委員
公共イメージ委員

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。

 青少年奉仕委員会 委員長 秋間忍君

 澤田吉夫君
会員組織委員

青少年奉仕委員会からご報告申し上げます。毎
年実施されております海外研修を今年も黒磯高
校インターアクトクラブから派遣すことが決定し、予
算も承認となりました。
参加者は2年生の男女各1名、および引率の先
生1名が台湾研修に参加します。

ニコニコボックス 佐藤博君

通知しますので宜しくお願い致します。
次年度第1回理事役員会で組織案を提示し、理
事役員については、すでに12月11日の年次総会
にて選出承認を頂いておりますので、その他の各
委員会の委員長及び委員を選出し、皆様にご報
告していきたいと思いますが、同時に7名の随行者
については、各委員会から選出する考えを持って
おりますでご協力よろしくお願いします。
次 年度の会 長方針に つい ては、次 年度 ガバ
ナー方針が届き次第、速やかに2020－2021黒磯
RC方針をかためていき、各委員会に方針を示した
いと思います。
また、お手元に森本年度行事予定表の通り4月
12日、地区研修・協議会（於：国際医療福祉大学）
にて交通誘導3名、受付案内3名の協力要請、同
じく10月25日地区大会本会議（於：ハーモニー
ホール）にて交通誘導3名、受付3名の協力要請が
きております。その他2550地区で主催される行事
についても協力要請がありました。
それとは別に次年度の1年交換留学生の受け入
れついて、これは次年度ガバナーから次年度ガバ
ナー補佐の秋間会員に要請がきており、来週の次
年度理事役員会の議題と致します。
それからもう一つ次年度は60周年であり記念事
業を実施していきたいと思っております。まずは全
員で協力し、先輩たちから新しい会員へと伝統を
引き継ぐものを見せられればと思います。どのよう
な形にするかは現理事役員の意見をお伺いし、次
年度の理事役員会にて協議し、早急に実行委員
会を立ち上げたいと思いますのでご協力よろし
くお願いします。
次年度当クラブはガバナー補佐輩出クラブであ
りIMを担当しなければなりません。今年度のIMは2
月9日勝田屋にて開催されます。例年2月の第2日
曜日に開催されております。IMについても実行委
員会を立ち上げて皆様の知恵を拝借しながら進め
ていきたいと思っておりますのでご協力宜しくお願
いします。

卓話 クラブフォーラム
大島三千三 会長エレクト

皆様こんにちは、次年度会長を仰せつかりました
大島三千三でございます。
本日は雑誌委員会の担当ではございましたが、
次年度の体制について皆様にお願いすることがご
ざいますのでお時間を頂きました。
大田原中央RC森本ガバナーエレクトが来年度の
協力体制について、第1グループ中心にお願いし
たいということがありまして、今後の協力の流れに
ついて皆様にお示ししご協力のお願いについて、
しばしお時間お願いしたいと思います。
先ずは皆様のお手元の2020－2021ガバナー公
式訪問日程表プラン①をご覧ください。7月から11
月までの日程表が作られております。その中で第1
グループ公式訪問にて黒磯RCにて随行者1名の
日程表が出来ております。黒磯の担当が先ず7月9
日足利西RC、7月16日足利わたらせRC、7月27日
宇都宮90RC、8月11日栃木西RC、8月18日小山南
RC、9月8日宇都宮東RC、9月25日小山東RC合計
7回7名の随行者をお願いしたいという内容でござ
います。そこでこの随行者を誰にお願いするかとい
うことになりますが、これについてはまだ提出日が
先でございますので、後日選考についてご協力よ
ろしくお願いします。
本日、例会前に次年度の活動について本年度の
理事役員会を開催し説明しました。次年度の活動
中の審議項目については、次年度第1回理事役員
会を来週例会終了後に行いたいと思います。後日
1月22日欠席(敬称略)
荒井昌一・戸野俊介・大森貞夫・平山博

次回例会

前回 1月 8日分メークアップ(敬称略)
藤崎善隆・齋藤幸夫

令和2年1月29日

近隣クラブ例会日

担当

職業奉仕委員会

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

