国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：大島三千三 幹 事：秋葉秀樹
事務局：株式会社 帝都
代表取締役 秋葉秀樹
〒325-0051 那須塩原市豊町13-9
TEL:0287-62-3131・FAX:0287-62-5455
E-mail:hideki_akiba@akibacorp.com
例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
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割烹石山 那須塩原市本町 5-5

国際ロータリー会長：ホルガー・クナーク
第 2550 地区ガバナー： 森本敬三
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142
宇都宮グランドホテル内
TEL：028-651-2550
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第2893回

大島年度

第4回

会報 2020

会長挨拶 大島三千三会長

皆さんこんにちは、7月1日に新年度がス
タートして一ケ月が経とうとしております。
毎日の梅雨空で鬱陶しい日々を送り、お日様
が恋しいですね。三日前にヒグラシの鳴き声
を聞きましたが雨の多さに静かにしているよ
うです。梅雨明けが待ち遠しいです。暑い夏
がすぐそこに来ていると思います。健康にご
注意ください。
さて、7月豪雨は梅雨前線の活発な活動で
各地に大雨をもたらしましたが、大雨による
災害が年々多く発生している様に感じている
のは私だけではないと思います。
先週、皆様からご支援を頂いた緊急支援物
資は、19日、日曜日に責任を持って梱包作業
を行い、段ボ－ル箱21個分、約350㎏を人吉
中央RCに発送いたしました。22日、水曜日
には人吉中央RC事務局より「多くの支援物
資を誠にありがとうございました」「黒磯
RC会員の皆様へ宜しくお伝えください」と
御礼の電話を頂きました。
那須塩原市と同じ温泉観光都市の人吉市、
新型コロナ感染症と二重苦の中一日も早い復
興を願っております。
出席報告

出席委員会

例会日

髙木慶一君

07-29

司会

井出法

君

また、毎日のコロナ感染状況ですが、首都
圏の感染拡大は収まる気配が見えず、今後の
栃木県内、及び県北地方の感染状況を注視し
ながら、例会の開催にも神経を使う毎日にな
りそうです。皆様のご理解を頂きながら開催
の判断をさせて頂きます。また、このような
時だからこそ、家庭集会（小委員会）を上手
に使って、会員同士の情報交換を続けましょ
う。
来月は、会員増強月間になります。周りに
いる知人の中で入会候補者になりうる人を会
員一人一人が心がけ、誘い合ってロータリー
の扉を開けさせて連れてきてください。皆様
のご協力をお願いいたします。

幹事報告 秋葉秀樹幹事

 第4回幹事報告
• 国際ロータリー人頭分担金請求書が届い
ております。（会計）
• クラブの健康チェックが届いております。
（会長）
• 新型コロナウイルス感染拡大防止に向け
た「日本事務局在宅勤務」のお知らせが
届いております。（回覧）

（出席規定の免除会員数7名）

会員数

出席数

欠席数

出席率

本日（7月29日）

37(7)

31(6)

6(1)

86.1%

前回（7月15日）

37(7)

33(6)

4(1)

91.6%

MU 数

修正出席率

3

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
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• 2020-21年度財団地区補助金支給額決定と
委員会報告 植竹一裕副会長
説明会のご案内が届いております。（戸
野財団委員長）
• ロータリーの友事務所編集部より「新型
コロナの影響に関するアンケート」依頼
状送付のお願いが届いております。（永
山雑誌委員長）
• 2020-21年度 地区大会記念ゴルフ大会案
内が届いております。（ゴルフ愛好会）
• 「2020年１月〜6月までの例会プログラ
ム」提出依頼が届いております。（藤﨑
前幹事）
• 地区クラブ米山記念奨学会委員長会議開
催のご案内が届いております。（平山米
山記念奨学会委員長）
皆さんこんにちわ。報告のある委員会の方
• 新型コロナにおける会合への出席を不快
に感じている方に出席を義務化しません はお願いいたします。
ので事前に大島会長までお伝えください。

 第1回臨時理事役員会報告
• 九州豪雨災害支援金について
1,000円×36名＝36,000円を地区に送
金（承認）
• 九州豪雨災害における黒磯ロータリーク
ラブ支援について
災害地区のロータリークラブを通し
て支援（承認）

社会奉仕委員会 泉道夫委員長

会葬御礼 佐藤博会員

過日、母稲垣ヤイの告別式には、お忙しい
ところ、クラブの皆様方にご会葬頂きまして
ありがとうございました。また、クラブ及び
会員の方より、過分なるご厚志を賜り、重ね
て感謝を申し上げます。
93才の人生に幕を下ろしましたが、正に天
寿を全う致しました。
至らない点が多々ありましたが、この席を
お借りしてお詫び致します。
極めて粗辞ではございますが、お礼のご挨
拶とします。誠にありがとうございました。

社会奉仕委員会から黒磯ロータリークラブ
の皆さまへお礼とご報告をさせていただきま
す。
九州豪雨災害支援事業において、黒磯ロー
タリークラブの皆さまには多大なるご支援を
頂きまして誠にありがとうございました。石
山さんにお借りしたお届け場所がいっぱいに
なって置けないほどのご支援がありました。
19日10時からの梱包に際しましては、大島
会長・奥様、吉光寺政雄さん、石山桂子さん、
鈴木隆子さん、井出法さんと私、泉が参加を
しまして段ボール21箱分を人吉中央ロータ
リークラブボランティアセンターに送付する
ことができました。
本来ならば、社会奉仕の私が提案する内容
でしたが、大島会長が全ての段取りをしてく
れて、補佐すら思うようにできませんでした
ので、大島会長には重ねて御礼申し上げます。
なお、支援物資詳細は資料を回覧しておりま
す。ありがとうございました。
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職業奉仕委員会 稲垣政一委員長

皆様、こんにちわ。2020-21年度プログラ
ム委員長を務めさせていただきます鳥居でご
ざいます。
去る、7月15日大島年度例会第3回クラブ奉
仕各委員会での新年度計画を発表いたしまし
たが、改めてメンバーを紹介いたします。
副委員長に髙木茂会員、委員に髙木慶一会
員それと第１グループガバナー補佐の秋間忍
会員の4名で大島年度を担当させていただき
ます。
プログラム委員会は既に大島三千三会長と
この6月から打ち合わせを重ね、会長の方針
に則って年間のプログラムを作成いたしまし
た。
職業奉仕委員会からの連絡です。
当委員会は年頭でほぼ99％役目が終了する
大島年度の会員手帳を2部作成しました。 委員会です。
各自のポストボックスに投函しましたので、
これからの役目と致しましては毎月のスケ
携帯用としてロータリー活動に活用下さい。
ジュール表を例会場に掲示する事、それと、
担当委員会の卓話日を事前に委員長に連絡を
ニコニコボックス委員長 前田貴宏君
取り準備をして頂く事です。
例会の回数ですが、前年と同じく37回を予
定しております。
また、基本的に例会のある週に国民の休日
が入った場合は例会を休会としたプログラム
を組みました。それと、夜間例会の回数は５
回に留まってしまいました。
月で申し上げますと8月10月12月、年を越
して1月と6月となります。
また新型コロナウイルスの第２波が到来し
たときには随時理事会等で休会の決定を発出
する場合がございます。
それではプロジェクターを使い月ごとの委
員会の担当をご案内いたします。
（プログラム詳細は次項以降をご参照くださ
佐藤博会員 御会葬ありがとうございました。 い）。

卓話 プログラム委員会
本年度プログラム説明
鳥居輝一プログラム委員長

大島会長より補足
プログラム上では、来年4月7日に観桜会・
創立60周年を入れさせて頂きました。60周年
行事は4月ではないと入れられないと判断し
入れさせて頂きました。
コロナの現状の中、来年になっても大きな
行事は難しいだろうという予測のもと、しか
しながら会員及び最低限の来賓の方をお招き
しようと考えますと、観桜会に合わせて、通
常の例会日程の中で行えればということでご
ざいましたが、今後田中徹実行委員長のもと
に実行委員会でご検討いただき、近辺の日曜
日などに設定していただくなど、今後の状況
を見て判断したいと思いますので、よろしく
お願いいたします。
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黒磯ロータリークラブ
2020−21年度 例会プログラム
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お詫び
前回配信いたしました会報2892号に、髙木慶一会員選考／職業分類委員長の報告記事に誤り
がございました。最終訂正版をクラブホームページに掲載してございますので、ご確認くだ
さい。
7月29 日欠席(敬称略)
吉光寺政雄・石山桂子・澤田吉夫・永山三芳・
戸野俊介・荒井昌一

次回例会
近隣クラブ例会日
〇火曜日 西那須野/いとう屋
○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館

前回7月15日分メークアップ(敬称略)
藤﨑善隆・戸野俊介・鈴木久雄

令和2年8月5日
0287-36-0028
0287-23-4165

担当 広報委員会

近隣クラブ例会日
○木曜日 大田原/ホテル花月
○金曜日 黒羽/ホテル花月

0287-54-1105
0287-54-1105

会報委員会：藤﨑善隆・稲垣政一・髙木茂・田中徹・相馬征志
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