（2018 年）平成 30 年 11 月 6 日 No 17 2018～2019 年度（第 3266 回会報）
会員数 105 名 出席者数 65 名 出席率 68.4％
ビジター紹介（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

タマン・ラズ クマリ様（米山留学生）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

例会にお集まり頂き有り難うございます。ガバナー補佐訪問・ガバナー公式訪問・地区大会・タイ・パ
トムワンロータリークラブの皆さんの訪問・気仙沼さんま祭りが終わりました。そのなか、地区大会で当
クラブが褒章を頂きましたのでご紹介させて頂きます。当クラブは、米山記念奨学会への寄付 6000 万円
達成クラブとして表彰されました。昨年ご尽力頂きました前会長の印出井様へ表彰状をお渡しさせて頂
きます。次に、長寿会員 6 名の会員様の賞をお預かりして参りました。鈴木重男会員・篠崎昌平会員・矢
嶋昭司会員・助川通泰会員・近藤隆亮会員・宮田初男会員です。おめでとうございます。30 年快出席祝
の前田正典会員と近藤隆亮会員です。おめでとうございます。11 月に入りまして、これからも色々な事
業があります。会員皆様のご協力を宜しくお願い致します。有り難うございました。
誕生祝（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

赤塚茂会員 永井宏樹会員 青木直樹会員 渡邉幸雄会員 関口快流会員 斎藤幸一会員 大塚秋二郞会員
太田周会員
結婚祝（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

佐藤行正会員 新井将能会員 稲野秀孝会員 増田和浩会員 藤井昌一会員 吉田範行会員 大矢裕啓会員
播摩聡会員 篠崎昌平会員 小泉芳久会員 渡邉幸雄会員 田﨑秀穂会員 赤塚茂会員
奥様誕生祝（親睦活動委員会 明賀一博委員長）

喜谷由紀様 矢嶋浩子様 金成美恵様 大矢千恵子様 荻山しおり様 旭野裕美様 松永靖絵様 辻尚美様
長谷川恭子様 小宮利子様 南波亜希子様
幹事報告（熊本勇治幹事）

皆さん、こんにちは。本日の理事会の報告をさせて頂きます。11 月 1 日現在、会員数 105 名、名誉会
員 2 名です。退会者は、三原靖会員です。クラブ定款細則・職業奉仕について、若干の変更修正を 11 月
20 日のクラブフォーラムの中で審議したいと思います。親睦活動委員会より、12 月 11 日にクリスマス
例会を開催致します。青少年奉仕委員会より、12 月 15 日に児童養護施設「きずな」でクリスマス会を開
催予定しております。詳細は来月発表させて頂きます。先日の「さんま祭り」での浄財を活用させて頂き
ます。2019－2020 年度理事選挙について先週会長よりお話がありましたが、12 月 4 日が総会となりま
す。宜しくお願い致します。今月のロータリーレートは 112 円です。委員会報告としまして、親睦活動
委員会で 2 月にあんこ鍋を県外で予定しております。職業奉仕委員会で、来週土曜日旭中学校におきま
して「働く人に学ぶ会」を実施予定です。クラブフォーラムの中で報告と討議をさせて頂きます。社会奉
仕委員会では、後ほどさんま祭りのご報告をさせて頂きます。国際奉仕委員会から、タイのパトムワンロ

ータリークラブより「大変お世話になりましたとご挨拶がありました」という報告がありました。青少年
奉仕委員会では、ライラ（リーダーシップ養成プログラム）に 3 名の方が参加します。以上でございま
す。
職業奉仕委員会報告（新井将能委員長）

皆さん、こんにちは。11 月 17 日（土）に宇都宮市旭中学校におきまして「働く人に学ぶ会」を開催致
します。講師の方をもう 1 名お願いしたいと思います。午前中 1 回 50 分のお話を 2 回していただきま
す。ご都合のつく方は 1 回でも結構ですので是非よろしくお願い致します。対象は中学校 3 年生です。
ご協力を宜しくお願い致します。
親睦活動委員会報告（明賀一博委員長）

クリスマス例会のご案内をさせて頂きます。12 月 11 日（火）18 時より例会、18 時 30 分よりクリス
マス会です。昼の例会はございません。来週あたりにカードを送らせて頂きます。会員様ご家族様のご参
加をお願い致します。
米山記念奨学会委員会（草野英二委員長）

11 月分米山奨学金をクマリさんへ贈呈させて頂きます。クマリさんは現在、卒業論文の完成に向けて
大変忙しい時期とのことです。是非、頑張って頂きたいと思います。
クマリさん

皆様、こんにちは。現在、現地調査に行ったときの事をまとめ、東京の国会図書館に行って調べるなど、
卒業論文の完成に向けて頑張っています。皆様の御陰で学校と勉強、そして今は卒論に集中出来ること
に感謝致します。これからも、どうぞ宜しくお願いします。
ニコニコボックス委員会（粟飯原悟副委員長）

皆様、こんにちは。本日、皆様からお預かり致しましたご奉仕をご紹介致します。
誕

生

祝：太田周会員 大塚秋二郞会員 永井宏樹会員 和田均会員 岸本卓也会員

結

婚

祝：篠崎昌平会員 藤井昌一会員 荻山猛彦会員 新井将能会員 増田和浩会員 岸本卓也会員
大矢裕啓会員

奥 様 誕 生 祝：矢嶋昭司会員 荻山猛彦会員 大矢裕啓会員 小宮正夫会員 岸本卓也会員 長谷川正会員
快 出 席 祝：藤井昌一会員 和田均会員 池田宰会員
町田卓大会員：日本一になりました。
先日行われました第 56 回全国職業オリンピックにおいて、当社社員左官の部で日本一
になり金メダルをとりました。また、来年 8 月のロシア・カザン大会への切符をもら
いました。来年は、ロータリーも忙しくて大変です。
和 田 均 会 員：体調不調で欠席をしておりました。復帰します。
三井勝滋会員：気仙沼さんまフェスタ
11 月 3 日、気仙沼さんまフェスタに宇都宮法人会社会貢献委員会副委員長として参加
致しました。当日は晴天に恵まれ、予定していた焼きサンマ 3,000 匹を提供し、義援金
を集めることが出来ました。協力して頂いた会員の皆様、協力企業様、インターアクト
の皆様、お疲れ様でした。
プログラム紹介（プログラム委員会

岸本卓也委員長）

岸本でございます。本日は「インターアクトについて」というテーマで、インターアクト委員会永井宏
樹委員長にお願いをしております。宜しくお願い致します。
卓話「インターアクトについて」
第 2550 地区インターアクト委員会 委員長

永井宏樹会員

皆様、こんにちは。今年度第 2550 地区インターアクト委員会委員長を仰せつかりました永井宏樹と申
します。当クラブでもインターアクト委員長を務めさせて頂いております。
地区では 5 年間、熊本幹事が地区のインターアクト委員長を務められてお
りました。その後、私は何も分らず船出をしたところです。本日は私の誕生
日で、39 歳になりました。一生懸命務めさせて頂きます。今年度 7 月に新
年度がスタートし、8 月に年次大会を無事終えることが出来ました。10 月
28 日、国際ロータリー地区大会にインターアクターと共に参加させて頂き
ました。 ―ここでスライドを見ながら説明をさせて頂きます―
インターアクトの基本的な部分をご説明させて頂き、今年度の活動方針をお話させて頂きます。後半は、
熊本前委員長にバトンタッチさせて頂き、これまでの 5 年間の地区の活動をお話しして頂きます。イン
ターアクトは、インターアクションと言いまして交流活動を意味しております。ロータリークラブが世
界中で提唱する奉仕活動であり、12 歳から 18 歳までの青少年で主に高校生が活動をしています。世界
で 20,000 以上のクラブがあり、468,000 人を超えるインターアクターがおります。当地区は、日本で 3
番目にインターアクターが多い地区でありインターアクターの活動がとても盛んです。インターアクタ
ーは独自の定款・細則を持ち、学校の課外活動としてロータリーと共に活動をしております。今年度は伊
東ガバナーの方針で、各クラブに 1 つ以上のインターアクトクラブを提唱して頂きたいという事です。
県内のインターアクトクラブは 17 校、提唱しているクラブは１3 クラブです。当クラブには文星芸術大
学付属高等学校と宇都宮女子高等学校の 2 校のインターアクターがおりますが、1 クラブ 1 校の提唱が
殆どです。日本で 3 番目にインターアクターが多い地区といっても、このような現状です。しかし、今
年度中にインターアクトクラブを作りたいという声がけを頂いているクラブが 2・3 ございます。青少年
奉仕委員会の関係で、ライラ（RYLA）や他の青少年部門との連携の機会を設けながら相互の交流および
奉仕の機会を持つ事を考えております。近年、台湾のインターアクターとの交流を活発にしております。
親日で距離が近く行き来がしやすいため、安全性を考慮して今年度も交流をしております。今年 2 月に
台湾より見え、3 月には学生と一緒に台湾へ行ってきました。若い高校生と接し、新鮮な気持ちで一緒に
活動をさせて頂いております。その反面、高校生がロータリークラブをどれだけ理解しているのかは学
校によって様々ですので、今年度は各インタークラブの学生さんにクラブに来て頂き、ロータリークラ
ブのインターアクトクラブに対する考え方を理解して頂く機会を設けることを企画しております。相互
の理解が深まるよう、今年度も活動していきたいと思います。次は、これまでの活動を熊本前委員長に報
告して頂きます。
熊本勇治前地区インターアクト委員長

皆さん、こんにちは。5 年間地区インターアクト委員長を務めさせて頂きました熊本です。活動といた
しましては、12 歳から 18 歳までの中学生・高校生に向けた奉仕活動及び国際理解とリーダーシップの
養成をしております。インターアクトクラブも定款・細則を設け、それにもとづきロータリークラブと全
く同じような活動をしております。地区のプログラムを利用しながら、宇都宮ロータリークラブの社会
奉仕や国際奉仕の活動の協力やお手伝いをさせて頂いております。他の学校のインターアクトクラブの
生徒さん方にうらやましがられる活動をしております。インターアクトは、全国で 3 つのゾーンに分か
れております。その全国インターアクト研究会を昨年宇都宮で開催致しました。とても良い勉強をさせ

て頂きました。そして、それぞれの地区のインターアクターが行っている活動をお互いに知り、情報を交
換出来る機会を来年 5 月に PETS（会長エレクト研修セミナー）として、開催出来るのではないかと考
えています。これは、永井委員長のご尽力によるものと感謝しております。ロータリークラブとは？イン
ターアクトクラブとは？をインターアクトクラブ新年度の会長が学ぶ機会です。インターアクトはリー
ダー養成ばかりではなく、国際理解の機会を持つ場でもあります。現在台湾のインターアクターとの交
流をしておりますが、2 年前に当クラブのインターアクターは、消防自動車寄贈プログラムでタイへ会員
と同行し、国際交流の機会を体験してきました。このように、青少年交換等で多種の交流機会を体験して
頂き学校を卒業して頂ければ、インターアクターとしてベストではないかと思います。これにつきまし
ても、当クラブ会員の皆様のご支援ご協力無しでは出来るものではありません。2 校のインターアクトク
ラブも学校の文化祭での募金、街頭での募金活動を通じてロータリー・ポリオへの募金協力をして頂い
ております。どうぞインターアクトクラブ活動へのご支援ご協力を、今後とも宜しくお願い致します。以
上です。
永井宏樹地区インターアクト委員長

当クラブで提唱している 2 校は、地区内でも活発に活動をして頂いております。これも当クラブ皆様
のご支援の御陰と思っております。今後とも宜しくお願い致します。

【11 月卓話予定】
11 月 6 日（火）インターアクトについて
永井宏樹会員 地区インターアクト委員会 委員長
11 月 13 日（火）ドローンの過去と未来
五百部達也様 五百部商事(有) 代表取締役
11 月 20 日（火）第 1 回クラブフォーラム（夜間例会）
11 月 27 日（火）例会
＝今日の食事
ハンバーグ
サラダ スープ ライス

会報担当：池田 剛 会員
画像担当：飯村 悟 会員

