（2019 年）令和元年 7 月 23 日 2019～2020 年度 No 4（第 3298 回会報）
会員数 101 名 出席者数 60 名 出席率 65.2％ 前回修正率 66.7％
MU 会員 印出井敏英会員（陸前高田ロータリークラブ）
ビジター紹介（親睦活動委員会 小島克之委員長）

大島三千三様 鈴木隆子様（黒磯ロータリークラブ）青木芳夫様（弁護士）
Mr. Michel De Vriendt (上海ロータリークラブ) Mrs. Emiko De Vriendt
会長挨拶（町田卓大会長）

今年度の会員名簿が出来上がりましたので、本日皆様のケースにお入れしました。二荒神社の天王祭
が、今月 15 日から 20 日の土曜日まで行なわれました。天王祭が終わりますと、次は宮まつりです。当
クラブより 10 万円の寄付をさせて頂きました。宮まつりが終わりますとお盆、お盆の次は直ぐお正月が
来ます。1 年はあっという間です。これからも元気で皆さんと頑張っていきたいと思います。
国際奉仕委員会

酒井誠委員長

一週間前にサンラフェールのハイジさんから、Michel De Vriendt さんのメールが届きました。本日上
海ロータリークラブの Michel De Vriendt さんと奥様の Emiko 様がいらしております。
Mr. Michel De Vriendt（訳 Mrs. Emiko De Vriendt）

宇都宮ロータリークラブの皆様、こんにちは。上海ロータリークラブのテリーローさんからの挨拶で
す。私達のクラブは、99 年の歴史の中で今回 2 回続けて女性会長になりました。私の名前はミッシェル・
上海ロータリークラブです。私はベルギー出身です。今回、東京から私の妻
と宇都宮に来ました。私達は、2 人の子供がおります。1 人は、ヨーロッパ
で働いております。もう 1 人は、学生です。15 年以上上海ロータリークラ
ブの会員です。現在中国で、チベットの人達に関わるプロジェクトを手伝っ
ております。今回宇都宮ロータリークラブを訪問したのは、宇都宮ロータリ
ークラブ青少年交換学生のハイジの話をしたくて参りました。4 年前に彼女
は、こちらに来ているとの事です。彼女はカリフォルニア州サンラフェールロータリークラブの出身で、
未だ 17 歳だったハイジはベトナム戦争終結数年後 1975 年に宇都宮に来ました。私とハイジは 2 年前に
上海ロータリークラブで、ベトナムの地雷撤去の為のグローバル補助金プロジェクトで出会いました。
ハイジは世界中で国際ロータリー女性入会が許可されていない時に日本に来ました。その後国際ロータ
リークラブは、1989 年女性の入会を許可しました。ハイジは、彼女のホストファミリーの田中さんを通
じて平和の為に国境を橋渡しする事の重要性を議論すると共に、日本のロータリアンの家族に深く感銘
を受け、世界の平和を築く為の準備としてカリフォルニア大学バークレー校の政策経済学に戻ったそう

です。彼女は 1990 年、そのまま活動を続け世界中の地雷を撤去し、その場所を農園に代えました。ベト
ナムでは、地雷によって被害を受けた人々がそこで働いています。昨年サンフランシスコロータリーク
ラブで 197,000 ドルのロータリーグローバル補助金を受けて活動をしています。今年、上海ロータリー
クラブは 100 年になります。10 月 19 日開催される 100 周年記念に来て頂ければとカードを持ってきて
おります。興味の有る方は、是非上海にいらして下さい。
黒磯ロータリークラブ 会長ノミニー

大島三千三様

黒磯ロータリークラブの大島と申します。国際奉仕委員長鈴木さんと一緒に例会へ参加させて頂きま
した。有り難うございます。一昨年黒磯ロータリークラブも消防自動車を頂
き、宇都宮ロータリークラブのタイへ消防自動車を贈るプロジェクトに参加
させて頂きました。今年 3 月、那須塩原市から 2 台消防自動車を頂き、寄贈
プロジェクトにご一緒させて頂きました。皆様方には、ご協力ご支援を頂い
ております。これからも宜しくお願い致します。

プログラム紹介（プログラム委員会

伊原修委員長）

本日の卓話は｢今年度 1 年間の活動について｣、国際奉仕委員会酒井誠委員長、青少年奉仕委員会熊本
勇治委員長です。
卓話｢今年度 1 年間の活動について｣
国際奉仕委員会

酒井誠委員長

今年度、国際奉仕委員長を仰せつかりました酒井です。本日上海から見えるというメールを二・三日前
に頂きました。これからは、この様な事が当たり前になるのかもしれませ
ん。国際奉仕委員会としまして、ロータリー財団委員会・米山記念奨学会
委員会・国際交流委員会です。国際奉仕活動に責任を持つという事で、３
つの委員会と国際相互の理解を図りましょうと考えております。タイへの
消防自動車授与式が９月１４日に予定されております。今回、黒磯ロータ
リークラブさんと宇都宮市内 10 ロータリークラブ合同で贈呈式を進めて
ゆきます。委員会活動として、毎月第 1 例会後当委員会とロータリー財団・米山記念奨学会・国際交
流各委員会と合同で開催させて頂く予定です。
ロータリー財団委員会

飯村悟委員長

ロータリー財団委員長を仰せつかりました飯村です。1 人 150 ドルが地区の目標額です。そしてポリ
オプラス 30 ドルを皆様にご請求させて頂こうと考えております。第 1 例
会終了後の委員会で｢ロータリー財団が、世界中のロータリークラブ活動
にどの様に関わっているのか？｣｢宇都宮ロータリークラブがどの様に関
わっているのか？｣皆様にご説明できるよう、勉強していきたいと思って
おります。1 年間頑張りますので宜しくお願い致します。
国際交流委員会

印出井敏英委員長

国際交流委員長を仰せつかりました印出井です。私が会長の時、タイへ一緒に行って下さったのが黒
磯ロータリークラブの大島さんです。本当に有り難うございました。国際交流委員会は 5 名で、今年 1

年間活動をしていきたいと思います。この委員会は 3 年前に発足した委員会です。サンラフェールロ
ータリークラブとパトムワンロータリークラブとの国際交流として、活
動をしていきます。一番大きな問題は、サンラフェールロータリークラ
ブとの友好関係の改善です。会員同士の友好を、国際奉仕委員会と二人
三脚で進めてゆきたいと思っています。パトムワンロータリークラブと
の良い関係も長く続けられる様、色々支援していきたいと思います。ど
うぞ、宜しくお願い致します。
米山記念奨学会委員会

(稲野秀孝委員長)

代：酒井国際奉仕委員長

委員長の稲野様がお休みの為、代理でお話をさせて頂きます。米山記念奨学会委員会は、こちらにも書
いて有りますように米山奨学金の活動理解を深めて頂き、奨学金達成に努めていきます。目標寄付額 1
人 19,000 円です。1 年間、宜しくお願い致します。
青少年奉仕委員会

熊本勇治委員長

青少年奉仕委員長を仰せつかりました熊本です。皆さんのご協力を頂き、息子が 1 年間 1730 地区フラ
ンス・ニースに留学させて頂きました。本当に感謝申し上げます。この委
員会は、青少年リーダーシップを養成する・奉仕活動をする・国際理解を
する事でリーダーを育てています。スライドをご覧下さい。青少年交換・
インターアクト・ローターアクト・ライラの 4 つに別れております。青少
年交換は、異文化を理解し国境を越えた友情と信頼を築く機会をもたらす
ことで、世界平和を少しずつ実現できると思います。｢大人達は、子供達
の小さな翼を羽ばたかせ未来につなぐ架け橋を作る役割を持っている｣と、栃木パストガバナーが言っ
ております。自分で考え率先して行動をする力を育てる・外国語や異文化を学ぶ・海外の若者と交流し
友達を作る・グローバルな市民になると、目標を掲げております。リーダーシップ発揮・人に対する優
しさ・どん底を経験したことによる人間力の強さ・人前で主張する力が養われます。2550 地区は、ア
メリカ・フランス・イタリア・台湾・タイの 5 カ国と学生交換事業を行なっております。人気はイタリ
アとフランスです。両国は、母国語と英語を勉強できる事が人気の様です。ロータリー青少年指導者プ
ログラムは、リーダーシップを発揮したい・自分の可能性を広げたい・世界を変えたいというリーダー
が集まる指導者プログラムです。その考えを実現するために、社会人ライラ・高校生ライラがありま
す。スポーツ関係のプログラムを利用して、リーダーシップ養成をさせて頂いております。社会人ライ
ラは、栃木県全体で 30 名から 40 名です。社会人や大学生、米山奨学生等で研修しております。今当
クラブでは、ローターアクト設立の準備をしております。18 歳から 30 歳（大学生や社会人）迄の人達
が集まるクラブです。2550 地区では、宇都宮東ローターアクトクラブ・足利東ローターアクトクラブ・
国際医療福祉大学ローターアクトクラブ、サテライトとして作新大学ローターアクトクラブがありま
す。ローターアクトクラブが少なくなってしまった理由は、各クラブの費用増大によりロータリーク
ラブからの資金調達が難しい、具体的なプログラムが無い、国際的な交流が出来ない、栃木県の学生は
東京に進学する傾向があるという事のようです。やりたい事を具体化しないと結成は難しいと思いま
すので、その辺りを検討したいと思います。インターアクトクラブの学生が東京に進学する場合、東京
のローターアクトクラブへの推奨を考えております。宇都宮女子高等学校白百合インターアクトクラ
ブから中央大学ローターアクトへ入った深津里奈さんです。深津さんは今ローテックス（ロータリー
青少年交換プログラムを終了した人によって構成されている組織）を兼ねています。深津さんは、青少
年交換・インターアクト・ローターアクト・ライラと 4 つの部門を経験しております。国連へゆきた
いと平和フェローを目指しているようです。インターアクトは、12 歳から 18 歳迄の青少年リーダー
シップの養成プログラムです。インターアクトも独自の定款細則があります。昨日学校を訪問しまし

て、第 1 回目の協議会を行なってきました。その中では、奉仕活動の話が中心でした。リーダーシッ
プ養成という事で、ロータリアンの方から色々お話を聞きたいと言っておりました。インターアクト
には、足尾の植樹・さんま祭り参加・台湾への研修等のプロジェクトが有ります。これは気仙沼に行き、
餃子と豚汁を届けた時の写真です。高校生には人気で、出来たら継続して頂きたいと学校からの要望
です。さんま事業を元に、クリスマス会等展開しております。これは、社会奉仕とのクロスプロモーシ
ョンです。プラスチック等の環境問題で、環境保全委員会とクロスプロモーションをさせて頂ければ
と思います。国際理解として、台湾への研修又 3470 地区と交流をしております。台湾からの学生に日
本の文化を知って頂く、又二荒神社での清掃活動にも参加して頂いております。この画像は、台湾へ行
ったときの写真です。文化交流等色んな体験をしました。こちらは職業奉仕とのプログラムです。学校
よりポリオへの寄付をして頂いておりますので、毎年草野先生にお願いをして看護体験をさせて頂い
ております。インターアクトクラブで、是非色んな体験をして頂きたいと思います。
最後に青少年奉仕、インターアクトに対して色々な方から質問がありますので、この場をお借りしま
してお答えいたします。
Q１.インターアクトクラブに入ると内申書が良くなる？
A.インターアクトは部活の一つ。部活動の一貫ということだけ加点は他の部活動を一緒
Q2.奉仕活動をしたことを証明するようにとロータリークラブに請求した学生がいた
A. まったくいない。むしろ学校ではリーダーシップの養成、人前で話ができるようなり、面接
等に有利になったと感謝されています。奉仕活動で証明を出している団体は日本赤十字であ
り、むしろ JRC に入る学生が多いと聞いています。
Q3.インターアクトの学生は資金を援助してもらい、うらやましいと言っている他校の学生が多い
A.他のロータリークラブより学校側へ設立を打診しているが、ほとんどの学校は面倒くさい、
顧問教諭がいないということで拒否。宇都宮女子高校・文星芸術大学付属高校は、快く理解
を示し、協力をしていただけます。
今後とも青少年奉仕委員会、インターアクト委員会、ローターアクト準備委員会をよろしくお願い
します。
＝当日の食事＝
牛しゃぶ 温野菜添え
スープ サラダ
ライス
コーヒー
香の物

【7 月卓話】
7 月 23 日（火）今年度 1 年間の活動について
国際奉仕委員会

酒井誠委員長

青少年奉仕委員会

熊本勇治委員長

7 月 30 日（火）特別休会
【８月卓話】
8 月 6 日（火）青少年交換学生活動報告

熊本勇太郎さん 深津里奈さん 今井悠太さん
8 月 13 日（火）休会
8 月 20 日（火）夜間例会（暑気払い）ベルヴィ宇都宮
8 月 27 日（火）会員卓話
長谷部周彦会員 東日本電信電話(株) 理事 栃木支店長
会報担当：柴田 彰夫 会員
画像担当：菊池 芳幸 会員

