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「きれいで癒される」と思う人もいれば、「暗い｣
「冷たい」と感じる人もいると思います。 同じ色で
も、人によって捉え方が違うものです。また、そ
の時の心の状態によって、よいほうに受け止め
ることもあれば、マイナスに受け止めてしまうこと
もあるでしょう。
那須街道について一言、別名紫陽花街道とも
呼ばれています。 昭和時代は、天皇皇后両陛下
の那須御用邸の行幸啓及び環行啓に用いられ
ており、昭和天皇は、「那須野植物誌」の仲で、
見事なアカマツの天然林であり、国有林であった
為今日までよく保存されてきた、と記されており
ます。時の内閣総理大臣吉田茂は閣僚任命に
天皇陛下にお目通りに来た折、那須街道のでこ
皆様こんにちは、梅雨明け間近です、体の変 ぼこ道を走り、こんな悪い道を陛下が乗ってきて
調はありませんか。食中毒にも気を付け、健康 いるのは失礼だ、早急に道路整備をしなさいと
には十分注意したいものです。 気象用語で今年 号令を掛けられ、舗装道路になったと伝え聞い
初めて使用された線上降水帯予報が日本各地 ております。那須街道は栃木県で最も早く舗装
に発令されました。特に熱海温泉地に多大な災 道路になった道路と言われております。
樹齢80年から100年の赤松約9,000本(平成29
害と損害を与えた土石気流、30名近い死亡者、
不明者を出し、また重軽傷者、避難所へ余儀な 年現在)､面積79haで、明治23年から昭和22年
く身を寄せている被災者。大きな傷あとを残しま 迄「高久第一御料地」と呼ばれ、旧宮内省管轄
した。 亡くなった方にご冥福を、怪我をされた方、 の面積165haの御料林でした、終戦直後の食料
増産が必要な時代に開墾される計画がありまし
被災者の方にはお見舞いを申し上げます。
話は変わります。11日の日曜日早朝、那須街 たが那須街道より50ｍは、街道通行者にアカマ
道を走っておりましたら、道路の両側に綺麗なア ツ林の美しい風景を残すため開墾されずに残さ
ジサイの花が咲き誇っていました。今の時期は れたそうです。
昭和25年に日光国立公園に編入されました､
毎年紫陽花の周りを下草が刈ってあります。心
林道約3ｋｍの道路両側に3,000株の紫陽花が
惹かれるままちょっと一息と思い、遊歩道入り口
の砂利敷きの駐車場に車を止め歩いてきました。 植えてあります。是非鑑賞しては如何でしょうか。
まだ満開とまではいきませんでしたが、部分的 松林の中には遊歩道5.8ｋｍが整備してあります。
には満開の株もありました。 あと1～2週間ぐら 遊歩道からは山百合が乱舞し満開で咲いている
いで紫陽花の見頃の時期となります。花びらの のも見ることが出来ます。是非森林浴10,000歩
ように見える部分は大きく発達した「がく」であり、 を感じながら、衰えつつある体力に活力を注入し
装飾花とも呼ばれています。良い意味、悪い意 ては如何でしょうか。
結びになりますが、皆様のご健康と健康増進を
味両面の花言葉を持つように、紫陽花の青色を

会長挨拶 荒牧明二会長

出席報告

出席委員会 平山博君 （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 7月14日

37

34

3

94.4％

前回 7月7日

37

32

4

100％

MU 数

修正出席率

4

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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祈り会長挨拶といたします。
ご清聴有難うございました。
（解説）
• 行幸(ぎょうこう)天皇が外出されること。
• 環行（かんこう）天皇が行幸からお帰りになる
こと。
• 行幸啓（ぎょうこうけい）天皇・皇后が一緒に外
出されること。
• 環幸啓（かんこうけい）天皇・皇后が一緒に行
幸啓からお帰りになること。

新入会員入会セレモニー











荒牧会長よりロータリーバッチと四つのテストを
受け取る渡辺裕雄君。

幹事報告 安藤讓治幹事
第３回理事役員会の報告をします。
 ８月のプログラムについて承認されていま
す。
 ４日は、国際医療福祉大学放射線・情報化学
科教授 細貝良行様
 １８日は、（株）保険ステーション大田原営業
所本多秀行様の外来卓話になっています。
 日本赤十字社栃木県支部より活動資金協
力依頼の件、支払うことで承認。





出席規定の免除申請について
申請のあった、月江寛智会員・黒澤洋一会
員・和気勝利会員・髙木慶一会員・檜山達
郎会員・佐藤博会員・瀬尾紀夫会
員・荒井昌一会員、以上８名の出席免除
を承認。
また、例会後に開催された定款細則検討
委員会から提出された、クラブ細則の
第７条 第５節を追加する件は、総会におい
て会員にかけることで承認。
栃木銀行前田貴宏様 転勤のため退会・後
任 渡辺裕雄様入会の件。新入会の渡辺裕
雄さんに必要書類を記入頂く。
インターアクト年次大会の対応について
詳細を詰めるため黒磯高校と早急に話し合
いの場を持ち、予算を立てる。
熱海豪雨災害支援金のお願いについて、
会 員 １ 人 1,000 円 （ 37,000 円 ） ク ラ ブ よ り
13,000円、合計50,000円を支出することで
承認。
ＳＡＡより４人では人数的に大変なので１人
追加して欲しいという要請に対して秋葉秀
樹会員を副ＳＡＡに追加することを承認。
続いて幹事報告です。
ガバナー事務所より、21-22年度財団地区
補助金支給説明会ご案内が届いていま
す。藤﨑善隆ロータリー財団委員長に転送
しました。
ガバナー事務所より『ロータリー日本100年
史』の予約販売に関しての案内が届いてい
ます。購入希望の方は安藤までお願いしま
す。

委員会報告

稲垣政一副会長

委員会報告の時間です。報告のある委員会は
挙手願います。
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新年度計画
職業奉仕委員会 時庭稔委員長

会計 髙木茂君

会計より口座引き落としのご案内を申し上げま
す。 7月分を口座から7月20日に引き落とします
ので ご用意ください
 前期会費 会員 90,000円
 6月23日夜間例会出席会員 4,000円
 旅行会費（5月〜8月）旅行会会員12,000円
以上、よろしくお願いいたします

ニコニコボックス委員会
瀧田雅仁君

1. 新入会員へ「四つのテスト」の配布
多くの方に入会して頂き、四つのテスト
を配布したいと考えております。
2. 会員手帳の配布
本日会員名簿を回覧すますので、ご
確認のうえ、誤り等がなければOKと記入
し、不備等ありましたら訂正をお願いしま
す。
3. 職業奉仕月間に企業見学等を企画
現段階で訪問先企業は決まっており
ません。会員の皆様方の中で、自社を
見学してもらっても構わないという方が
おりましたらお知らせください。また、こ
のような企業を見学したいとか、このよう
な企業を紹介しますという方がおりまし
たら連絡ください。ただし、新型コロナ
ウィルスの状況を鑑みての実施となりま
す。状況によっては内容を変更する場合
がございます。なお実施予定日は令和4
年1月19日（水）となります。
先ほどの会長挨拶のなかで、那須街道の紫陽
花の話がありました。私も那須街道を散策しまし
て山百合が咲いていたのを見ました。山百合が
咲くと魚が出ないと言われていますので 釣りを
趣味とする私としては気になるところです。

社会奉仕委員会 井出法委員長

該当無し
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荒牧年度、社会奉仕委員長の井出です。メン
バーは、副委員長に北畠大輔さん、委員として
鈴木隆子さん、平山博さんの計4名です。活動計
画としては大きく3点、基本、ロータリークラブ理
念の根幹である「社会奉仕」意義を実効性あるも
のにすべく、各奉仕活動を通じ地域社会に貢献
するよう努力してまいります。
1. 各社会奉仕活動・イベントへの参加
今年度については、既に行政関係を
中心にイベント(巻狩祭り等)の中止通達
を受けている。 もう暫くコロナ禍は続くと
思われるため、現時点で具体的な計画
が立てられない状況ではありますが、 委
員会としての活動ができる状況になりま
したら、随時ご報告をさせていただきます。

青少年奉仕委員会 鈴木隆子委員長

荒牧年度、青少年委員長を務めさせて頂きま
す鈴木隆子です。本年度青少年委員会は、瀬尾
2. 各種ボランティア団体への活動資金援助
さん、田中さん、渡辺さんと私で 運営してまいり
（那須山岳救助隊、那須保護区保護司、 ます。
ボーイガールズスカウト、子供食堂等）こ
8月には黒磯高校インターアクトクラブがホスト
う いっ た 厳 し い状 況 下 こ そ 、 継 続 し て
校となりましてインターアクト年次大会もございま
ロータリークラブとしての活動を続けてま
す。 高校生たちの主体性を尊重しながら有意義
いります。
な実り多い活動が 出来ますよう、協力し合って
3. 那珂川水質調査の実施等の継続
しっかりと支援してまいりたいと思います。
黒磯RCで代々行われている那珂川水
今後、コロナの状況も見ながら少しずつ活動も
質調査、これも当然のごとく継続をしてま 再開されてくることと思いますので、安全で魅力
いります。
ある活動が出来てメンバーも益々増えていきま
1年間、よろしくお願い申し上げます。
すよう 、状況に応じて対応し協力してまいりたい
と思います。
国際奉仕委員会 泉道夫委員長
また、こども食堂の支援に関しましても状況を
見ながら有意義に支援して まいりたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

財団委員会 戸野俊介副委員長

本年度の国際奉仕委員会は、秋葉秀樹副委
員長、石山桂子委員、吉光寺政雄委員、そして
私泉の4名で担当いたします。 計画としましては
荒牧明二会長方針の「挑戦」と「行動」の下、意
義ある国際奉仕活動を通して 貢献できるように
取り組んでまいります。 2020年年初から、海外
研修、国際大会への参加等が中止または、リ
モート参加に置き換えられて現在も 目途が立っ
ておりませんので、ロータリーの理念の下、国際
奉仕に関する諸団体の活動への協力を早期に
進められるように努めてまいります。 前年度は
村山茂委員長の下、国際医療福祉大学の留学
生支援事業が行われましたので、そのような事
業も堅実に 行ってまいりたいと思います。

荒牧年度ロータリー財団委員長を拝命致しま
した藤﨑です。戸野俊介副委員長、秋間忍委
員の3名で活動して参ります。皆さまご承知の
通り、財団委員会の財団補助金事業は2年に
またがるものとなっております。後にご報告しま
す「小学校テント寄贈」事業は、大島年度戸野
委員長により申請頂き本年度の実施、本年度
申請事業は次年度植竹年度に実施されるもの
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となります。各年度委員長の連携を取りながら推
進して参ります。
本年度の活動は例年通りの計画と踏襲して参
ります。具体的には
1. 会員の協力を頂き地区目標の会員一人あた
り150 ドル+ポリオプラス30 ドルの寄付を頂
けるよう努力します。
2. 恒久基金提供者（ベネファクター）を一名お願
いします。
3. 大島年度で申請したロータリー財団地区補助
金申請が受理されれば「小学校テント寄贈」
プロジェクトを実施します。
4. 2022～2023 植竹一裕年度ロータリー地区
補助金申請を実施します。
の4点となります。計画推進の為、皆様のご協力
をよろしくお願い申し上げます。

要となる場でございます。食事、卓話、雰囲気な
ど、会場監督として管理するとともに、お互いが
思いやる心で例会の食事や卓話を楽しみなが
ら、例会の雰囲気を盛り上げて参りたいと考え
ております。
皆様のご協力をお願い申し上げ、簡略ではあ
りますがSAAとしてのご挨拶といたします。

米山記念奨学会 鈴木久雄委員長

出席報告 平山博委員長

1. 会長方針に基づきクラブ寄付目標会員一人
当たり19,000円を目指します。
2. 米山功労、準米山功労者の増員を目指しま
す。
3. 今年は、米山奨学生の受け入れは有りませ
んが、米山月間を利用して米山記念奨学金
の主旨・目的について会員の理解、並びに認
識を深めてもらうよう努めます。

SAA 村山茂委員長
荒牧年度SAAを担当いたします村山 茂でご
ざいます。副SAAに鳥居輝一さん、戸野俊介さ
ん、永山三芳さん、秋葉秀樹さんの５名で担当い
たします。よろしくお願いいたします。
さて、SAA（会場監督）と申しますのは、いわゆ
る委員会とは少し違います。特に、例会の運営
は目的とする奉仕あるいは親睦の実践において、
7月14日欠席(敬称略)
・荒井昌一（出席免除）・藤﨑善隆・澤田吉夫

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7日分メークアップ(敬称略)
・北畠大輔・鈴木久雄・小野安正・藤﨑善隆

令和3年7月28日
0287-36-0028
0287-23-4165

担当クラブ奉仕各委員会
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

5

会報委員会：吉光寺政雄・鳥居輝一・髙木慶一・瀧田雅仁・藤﨑善隆

