（2018 年）平成 30 年 9 月 18 日 No 11 2018～2019 年度（第 3260 回会報）
会員数 105 名 出席者数 63 名 出席率 66.3％ 前回修正率 71.3％
MU 会員 渡邊肇会員（新潟ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 伊原修副委員長）

岡本俊夫様 渡邉佳寬様 大瀧和弘様 平石典嗣様 日下田喜義様（真岡ロータリークラブ）
村松和彦様（作新学院大学）
佐藤遼典様（文星芸術大学付属高等学校教諭）黒澤俊貴様 稲葉健斗様（文星芸術大学附属高等学校）
今井悠太様（青少年交換学生）
岡﨑善胤会長

昨日、今年度メインの親睦事業が開催されました。約 30 名の皆様にご参加頂き、ゴルフ組と観光組に
別れ楽しんで頂きました。昨日今日と連続のロータリー活動で本日の例会出席率が気になるところでし
たが、多くの皆様にお集まり頂き又多くの皆様にご来訪を頂きまして有り難うございました。来週当ク
ラブ主催の第 3 グループ A・B 会長幹事会が行われます。10 月にガバナー公式訪問・地区大会等行事が
あります。皆様のご参加ご協力をお願い致します。本日は真岡ロータリークラブ様より岡本会長様をは
じめ 4 名の方のご出席を賜っております。どうぞ、ごゆっくりおくつろぎ頂きたいと思います。本日も
よろしくお願い致します。
真岡ロータリークラブ

真岡ロータリークラブ 60 周年創立実行委員長の国本俊夫と申します。副委員長の渡邉、実行委員会の
メンバー日下田、大瀧、平石です。PR を兼ねてお願いに参りました。宇都
宮ロータリークラブさんには大変な恩を頂いておりまして、1959 年 4 月創
立以来 60 周年を迎えるこの喜びには、特別な思いがあります。貴クラブ様
には、改めてお礼を申し上げます。私がロータリーに入会したての頃、当時
の近藤ガバナーに ご指導頂きました。改めまして、近藤パストガバナーに
お礼を申し上げたいと思います。有り難うございました。現在栃木県商工会
議所連合会で関口会頭の元、真岡の副会頭をさせて頂いておりますが、とても幸運なことだと改めて感
謝しております。友好都市台湾の雲林縣斗六市から 11 名又フィリピンより 7 名の来訪を頂ける事になっ
ております。宇都宮ロータリークラブ会長幹事様にもご出席を頂けましたら、主催者としまして大変有
り難く感謝に堪えません。重ねてお願い申し上げます。貴重なお時間を頂き有り難うございました。
新入会員紹介（町田卓大会員）

本日入会の方をご紹介致します。みずほ証券(株)宇都宮支店支店長菊野利幸様です。推薦人は、岡﨑会
長と私町田です。ご家族は奥様とお子様お二人、ご自宅は大阪で、ご出身も大阪です。前任地は、横浜で
す。趣味はゴルフです。真面目で酒・たばこ・ギャンブル・女性は、やらないそうです。よろしくお願い
致します。

菊野利幸（きくの としゆき）様

みずほ証券(株)宇都宮支店 支店長
ご家族：奥様 お子様お二人
推薦人：岡﨑善胤会長 町田卓大エレクト
所 属：ニコニコボックス委員会

幹事報告（熊本勇治幹事）

真岡ロータリークラブの皆様、本日はおこし頂きまして有り難うございました。年次報告書の中で細
則が若干間違っており、即修正させて頂きました。昨日の親睦ツアーの写真をフェイスブックに載せて
おります。以上です。
社会奉仕委員会報告（関口快太郎委員長）

先日の理事会で、今年も社会奉仕委員会事業として宇都宮さんまフェスタを開催する事が決まりまし
た。例年通り、皆様にご協力をお願い致します。11 月 3 日、9 時から 15 時迄です。詳しくは又ご連絡を
致します。今月末気仙沼に伺い、安く仕入れ出来るよう頑張ってきます。
インターアクト委員会（永井宏樹委員長）

本日、文星芸術大学附属高等学校インターアクトクラブの皆様におこし頂いております。11 月 5 日・
6 日に文化祭「雄飛祭」が開催されます。その際、物品のご協力をお願いし
ます。又青少年交換学生として宇都宮ロータリークラブ推薦の今井さんがフ
ランスへ行くことが決定しました。ご報告でお見えになっております。

文星芸術大学附属高等学校 黒澤俊貴様 挨拶

毎年沢山のお品を用意して頂き、有り難うございます。今年も品物のご寄付をお願いしたく、伺わせて
頂きました。バザーの売上げは、ポリオワクチン基金・盲導犬の基金そして今年は北海道地震基金又は台
風豪雨基金どちらかに赤十字を通して送りたいと思っております。是非、皆様のご協力をお願い致しま
す。
青少年交換学生

今井悠太様

文星芸術大学附属高等学校 1 年の今井悠太です。2019 年～2020 年度、留学先がフランスに決まりま
した。宇都宮ロータリークラブ会長様をはじめ、皆様の推薦を頂き心から感謝申し上げます。留学先の生
活を素晴らしいものにする為に、語学を中心にフランスの歴史や文化を出発前の間しっかり勉強したい
と思っております。帰国後、しっかり報告できるよう、色んな活動に参加したいと思っております。本日
は、有り難うございました。
親睦活動委員会（伊原修副委員長）

昨日、親睦行事で「親睦ゴルフ及び秋の美味しいものツアー」で 30 名のご参加を頂き、楽しい時を過
ごさせて頂きました。詳しくは、ホームページに掲載されていると思いますので、是非ご覧下さい。次回

の親睦行事としまして、
12 月にクリスマス例会を予定しております。
又 2 月に観光を予定しております。
次回の参加も是非宜しくお願い致します。以上です。
ニコニコボックス委員会（増田和浩委員）

誕

生

祝：齋藤一郎会員 金山典生会員

奥 様 誕 生 祝：金山典生会員
阿部欣文会員：昨日の親睦ゴルフコンペにおきまして、メンバー皆様のおかげもあり優勝させて
頂きました。素晴らしい天気・ゴルフ場で楽しい一日を過ごすことが出来ました。
設営頂いた親睦活動委員会の皆様、有り難うございました。
峰村博明会員：大変長い間（6 年半）お世話になりました。
プログラム紹介（プログラム委員会

岸本卓也委員長）

本日の卓話は、作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部学長を務められております渡邊弘様です。
演題は「大学 30 周年、短大 50 周年を迎えて～地域に貢献する「生涯活躍」の人創りをめざして～」で
す。渡邊様は、栃木県大田原市のご出身です。宇都宮大学教育学部長を歴任され、昨年 4 月より現職を
務められております。どうぞ、よろしくお願い致します。
卓話「大学 30 周年、短大 50 周年を迎えて～地域に貢献する「生涯活躍」の人創りをめざして～」
作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部

学長

渡邊弘会員

皆さん、こんにちは。只今ご紹介を頂きました作新学院大学の渡邊です。卓話に先立ちまして、私も昨
日親睦ゴルフ大会に参加させて頂きました。阿部様と加藤様の組でスコアー
は今ひとつでしたが、ハンディを沢山頂きましたので阿部さんに続いて準優
勝でした。夕方から那須野ヶ原ファームで大変美味しい食事を頂き、会長を
はじめ企画して頂きました幹事他皆様に心より感謝致しております。
今年 4 月に宇都宮ロータリークラブに入会させて頂きました。本日、この様
な機会を与えて頂き改めて感謝申し上げます。大学が来月 30 周年・短大 50
周年を迎えます。この機会に本学の紹介をさせて頂きたいと思います。本日のテーマは「大学 30 周年、
短大 50 周年を迎えて～地域に貢献する「生涯活躍」の人創りをめざして～」とさせて頂きました。作新
学院幼稚園から高等学校迄は、一の沢にあります。作新学院大学と女子短期大学部は、宇都宮東部の清原
地区にございます。周囲には、県立宇都宮清陵高等学校・清原中学校・4 つの小学校・清原工業団地・ゆ
いの杜等があり地区全体が活気に溢れております。ゆいの杜には、ひと学年 5 クラス規模の小学校が建
設予定です。大学迄は、チサンホテル前からスクールバスが出ており、学生や教職員はそのバスで通って
おります。施設の多くは、現在新国立競技場を設計しました隈研吾氏が設計した建物です。特に作新清原
ホールや図書館等は、地域の方々やドラマのロケ等に利用されています。また、2022 年 4 月開業に向け
て LRT の建設が進んでおります。これが完成すれば、大学にとっても便利ですし、周りの学校等も大変
便利になると思います。様々な方々に、大学のホールや図書館等を利用して頂ける事を期待しておりま
す。次に当大学の歴史を簡単に紹介します。作新学院大学の母体である作新学院は、明治 18 年に創設さ
れ今年で 133 年となります。その後、作新館と改称されまして昭和 16 年に作新館高等女学校が設立され
ました。昭和 25 年学校法人作新学院となりました。短大は昭和 42 年一の沢の現在幼稚園がある場所に
作新学院女子短期大学を開学しました。大学は平成元年、清原に経営学部 1 学部で開学しました。その
大学が、平成 5 年経営学研究科を開設し、平成 14 年には人間文化学部、平成 18 年は心理学研究科、平
成 26 年にはスポーツマネージメント学科、本年度人間文化学部は教育養成を中心とする発達教育学科と

心理コミュニケーション学科に変更致しました。経営学部は経営学科とスポーツマネージメント学科に
分かれています。人間文化学部は、発達教育専攻と心理コミュニケーション専攻にわかれており、2 学部
4 学科となっています。経営学科は、地域の企業あるいは金融機関、行政など地元への貢献、ビジネスで
の成功を共に目指すことを目的としています。社会人としての教養・様々な資格取得に加えまして、時に
は大学というフィールドを飛び出して地域と関わり地域の課題を解決するための方策を学習していきま
す。現在インターンシップを推進しておりますが、企業等の業務体験等を通じて実践的な学びの機会を
提供することで自立した社会人を育てていこうという事です。作新というとスポーツですが、スポーツ
マネージメント学科では、選手を支える人達を養成していこうというのがメインです。スポーツを自ら
体験しつつ、スポーツの振興とスポーツビジネスをマネージメント出来る人材を育成していく、県内プ
ロスポーツを運営するフィールドワーク、プロスポーツチーム運営会社でマネージメント業務を学ぶイ
ンターンシップ、或いは客員教授として招いたスポーツビジネス経営者等による講義を通じて業界に直
結した実践的なキャリア教育を行っています。一方発達教育学科は、小学校教員養成に特化した学科で
す。児童・生徒に寄り添うプロフェショナルを目指してまいります。小学校教諭免許以外にも特別支援学
校教諭免許、中学高校の国語免許を取得出来ます。少人数による対話型の授業を通じて、学生が教員とし
て必要な専門力量を高めているところです。模擬授業や学内活動等を積極的に体験して実践的指導力を
身につけた教員になれるように指導しているという事です。心理コミュニケーション学科は、多角的に
人間を探求し、複合的な視点で人間を理解する事により、現代社会の様々な領域で求められる能力を実
践的に教育します。こちらの科では、県内で唯一臨床心理士の養成をしておりまして、資格取得をめざ
し、心の健康問題について主体的に取り組んでおります。本学は作新キャリア宣言を掲げ、地元の就職に
強い大学を目指しています。平成 29 年度は全国平均が 92％の中、本学では 96.1％と平均を上回ってお
ります。地元からお預かりした生徒・学生を地元に戻すという事が本学の 1 つの目的となっている中で、
栃木県に就職する割合は 74％となっています。3 月上旬には、県内 70 社位の企業に集まって頂いて、学
内合同企業説明会を開催しております。本年度から本学は、臨床心理士養成に加えまして、国家資格とし
ての公認心理士を養成していきます。県内では本学だけです。学生達は運動面学習面において、日々活動
をしており、インターンシップ・フィールドワーク・ボランティア等は学内において活発に活動をしてい
ます。人間文化学部の教職を目指す学生は、毎年東京の駒沢公園で開かれる駅伝に、約 45 名がボランテ
ィアとして参加しています。本学は資格を取得するまでの努力が大切と考えており、具体的に教職実践
センターでは専任教員 4 名が常駐して指導に当たっております。公務員やそれぞれの資格取得者に関し
ては、資格取得支援室を設け教員１名が常駐しており。特に経営学部の教員や外部の講師が複数指導し
ています。県内唯一の防災士養成研修講座を開催しておりますが、３日間で定員締め切りとなりました。
次に大学院の説明をします。経営研究科の博士課程は、前期課程と後期課程を設けております。心理学研
究科は、臨床心理学専攻です。女子短期大学部は、県内の幼稚園・保育所・認定子供園に就職する保育士
を養成しており、幼稚園教諭と保育士の資格が同時に取得出来ます。１学年の定員は今年 145 名となり
ました。就職率は 15 年連続 100％です。これまでの実績と信頼が地域の方々に評価されています。短大
では、現在清原地域の子育てで悩んでいるお母さん達の為にわいわい広場という名称の子育てサロンを
設けています。将来的には学内に保育施設等の設置を検討しています。本学は施設に役立つ人材、地域に
役立つ人材を養成していくことを含め、自治体や企業様等と連携協定を結ばせて頂いております。宇都
宮市をはじめ 5 つの自治体と協定を結んでおり、スポーツ関係でも栃木ブレックス・宇都宮ブリッツェ
ン・栃木 SC・日光アイスバックスの 4 つのプロチームと結んでいます。企業様では、足利銀行・栃木銀
行・栃木経営者協会等と協定を結んでいます。また、災害時に臨時施設として本学を利用すると言うこと
で、宇都宮東警察署・宇都宮保育所とも連携をしています。さらに県内の大学・高校・文科省とも協定を
結び、地域の教育活性化に努めております。高校生が 1 日大学生になり、授業を受け学食等体験する 1 日

大学体験を行っており、非常に好評です。また本学を会場として清原地区のスポーツ祭典・防災訓練・学
生消防団の募金活動をしています。本学には多くの留学生がおり、特にアジアからの学生が多いです。台
湾と日本の学生 15 名が一緒になって作新学院ローターアクトを結成しています。具体的には、みや祭り
の参加手伝い・農業ボランティア・国際理解教育の支援ボランティア等の活動も行っています。作新学院
大学のローターアクトは地域や学内のボランティア活動の情報を収集し、自分達の学生生活の充実をは
かる事を目的とし、原則として、毎月第 1 と第 3 月曜日の昼に定例集会を開催しています。活動は年々
活発になっております。最後に作新学院大学・女子短期大学部の将来展望を話します。本学は親睦活動を
テーマとして、心身の健康維持・増進を推進していきたいと考えております。何故今生涯活躍かと言いま
すと、人生 100 年時代・1 億総活躍社会の時代を迎えまして少子化・高齢化の現在、幼児から高齢者まで
健康管理が非常に重要になってきている為です。大学と地域が作る健康維持増進活動の推進、健康地域
社会を実現できる活動拠点の創設必要性が高まっています。時代の変化に対応し新しい人材を育てる事
を具体的に検討しています。第 4 次産業革命時代に突入する今日、人間の存在やアイデンティティを保
持していく為、心身の健康維持は欠かせないものだと考えています。医療という領域もありますが、本学
では健康教室をテーマに、スポーツ教育・心理・保育を 1 つの理想として連携させていこうと思います。
大学 30 周年・短大 50 周年を機に、地域の皆様に愛される大学を目指して参りたい所存です。御清聴有
り難うございました。
峰村博明会員挨拶

この程、10 月 1 日をもって東京本社に転勤になります。宇都宮に転勤して、6 年半経ちました。宇都
宮ロータリークラブに入会させて頂き、昼も夜も一生懸命活動させて頂きま
した。あっという間の 6 年半でした。入社以来、栃木県から出たことがあり
ません。宇都宮に 6 年、小山に 18 年、宇都宮に戻って 6 年半となります。
東京本社勤めで大変な事があるかと思いますが頑張ってまいります。最後と
なりますが、皆様の会社の益々のご発展と皆様のご多幸ご健勝を祈念して、
私の御礼の挨拶とさせて頂きます。本当にお世話になり有り難うございまし
た。

【9 月卓話予定】
9 月 18 日「大学 30 周年 短大 50 周年を迎えて
～地域に貢献する「生涯活躍」の人創りをめざして～ 」
渡邊弘会員

学校法人船田教育会 作新学院大学・作新学院大学女子短期大学部 学長

9 月 25 日「宇都宮が世界へ挑戦」
廣瀬佳正様

サイクルスポーツマネージメント(株) 取締役

【10 月卓話予定】
10 月 4 日「米山奨学生として、私のロータリーライフ」
タマング・クマリ様 米山記念奨学生 宇都宮大学 大学院 国際学部
10 月 9 日「私のロータリー」
川名 悟様
10 月 16 日 クラブ特別休会
10 月 23 日 未定
10 月 30 日 未定

2550 地区第 3 グループ A ガバナー補佐

＝今日の食事
天丼
茶碗蒸し 小鉢
赤出汁 香の物
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