（2019 年）令和元年 9 月 10 日 2019～2020 年度 No 9（第 3303 回会報）
会員数 103 名 出席者数 63 名 出席率 67％
ビジター紹介（親睦活動委員会 金子昌郎副委員長）

吉成容一様（氏家ロータリークラブ）
大島康明様（｢とちぎ教育の日｣実行委員会 事務局長 ）
会長挨拶（町田卓大会長）

こんにちは。台風が上陸しまして大変な被害を受けております。幸い宇都宮は被害も無く他の国の事
の様に聞いていますが、大変な事になっております。私事ですが、何年か前に、坂本竜馬の｢竜馬クラブ｣
に入って勉強した事があります。神社仏閣が好きで、全国の神社参りをして、出雲大社や伊勢神宮又毎年
伏見稲荷に行っております。家の神棚には 20 位の神様御札があります。地元の神社を右側に、そして参
拝した神社のお札を置いております。お参りの時は｢ありがとうございます｣と一言いって、お祈りはし
ません。それを｢竜馬クラブ｣で、教えていただきました。お願いをする事では無く、お参りに行って｢今、
そこにいる事が有難い｣｢生きていて、今ここに来られる事が有難い｣という事に感謝をするという事で、
私は｢ありがとうございます｣と言います。お墓に行っても｢ありがとうございます｣ ｢先祖がいて、私が
ここにいる事が有難い｣と、ただそれだけです。お参りに行っても時間はかかりませんが、最近若い方は
10 分位お祈りをしております。｢それより、努力をしなさい。何も努力をしないで、願いが叶うはずがあ
りません。努力を全てした人が、お願いをしますと言って、願いが叶う事です。｣と言うことです。つま
らない雑談でした。ありがとうございます。以上です。
会出席祝（出席委員会

長谷部周彦委員）

皆様こんにちは。出席委員の長谷部でございます。8 月入会の会員の記念品の贈呈で、ございます。
鈴木重男会員 長谷川正会員 荒井規雄会員 町田卓大会長 金子昌郎会員 小林辰興会員
印出井敏英会員 田嶋久登志会員 田中康明会員 小林健二会員 村木優実子会員 谷田部幸男会員
菊野利幸会員
幹事報告（大矢裕啓幹事）

皆様、こんにちは。本日行われました第 3 回の理事会報告をさせて頂きます。今月のロータリーレー
トは、1 ドル 106 円です。パトムワンロータリークラブとの友好クラブから、姉妹クラブへとより深め
たら良いのではないかとのご意見が有りました。協議をしました結果、引き続き友好クラブということ
で進める結論に至りました。今週 12 日と 13 日、タイへ消防自動車の贈呈式にまいります。フルスケジ
ュールの方は、9 月 12 日から 16 日迄の日程で行ってまいります。イベントユニホームの製作について

です。今当クラブには、ロータリークラブのマークが入ったジャンパーが有ります。着用の際の事を考え
ベスト 60 着とのぼり旗を、さんま祭り迄に準備する事が決まりました。10 月の 2 日、単身赴任の会主
催のゴルフコンペが開催される事が決定致しました。11 月のさんま祭りですが、11 月の 2 日に開催され
ます。少し先の話ですが、忘年会・新年会を行う事が決定されました。11 月 8 日~10 日に 2550 地区の
地区大会が栃木市で開催されます。11 月 8 日はゴルフ大会、又 10 日の本会議には多くの皆様方のご参
加をお願い致します。栃木市で開催されますので、バスをチャーターしまして皆様一緒に行きたいと思
いますので、ご協力を宜しくお願い致します。以上です。
吉成容一様（氏家ロータークラブ）

只今ご紹介を頂きました氏家ロータークラブの吉成でございます。氏家ロータリークラブは宇都宮ロ
ータリークラブさんのスポンサーを頂き、1963 年に認証をして頂き 56 年
目になりますクラブです。チャーターメンバーはおらず、若いメンバーばか
りになりました。私が 2 番目に古いメンバーとなりました。今回タイへの消
防車寄贈の贈呈式へ、国際奉仕委員長として参加させて頂く事になりました。
その前にご挨拶を申し上げたく、本日参加をさせて頂きました。宜しくお願
い致します。有り難うございました。
100 年委員会報告（﨑尾肇委員長）

皆さん、こんにちは。100 年委員会委員長の﨑尾でございます。先週、会員様へ講師登録のご案内をフ
ァックスさせて頂きました。各中学校へ講師を派遣して出前講座を開催しておりますが、今年は講師を
会員の皆様にご協力を頂き各学校へ赴いて頂きたいと思います。この一週間で数名のご登録を頂きまし
た。多くの皆様のご登録をお願い致します。
社会奉仕委員会報告（三井勝滋委員長）

皆様、こんにちは。社会奉仕委員長の三井でございます。宇都宮ロータリークラブ｢秋の陣｣と言えば、
さんま祭りかと思います。さんまにつきましてはニュース等で｢目黒の冷凍さんま｣とご存じかと思いま
すが、我々2,000 匹準備するつもりですが今のところ 20 匹位と厳しい現実です。今後奮闘して、仕入れ
に頑張りたいと思います。又お手伝いのお願いをファックスでご連絡をさせて頂きます。是非皆様のご
協力をお願い致します。
青少年奉仕委員会報告（熊本勇治委員長）

皆様、こんにちは。青少年奉仕委員長の熊本でございます。11 月 2 日から 4 日迄、地区のライラセミ
ナー委員会が開催されます。皆様の会社でライラセミナーに参加をして頂ける方がいらっしゃいました
ら、先着 3 名様でお受けさせて頂きますので応募頂けますようお願い致します。例会終了後、奉仕委員
会をさせて頂きます。お集まりを宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会報告（荒井規雄副委員長）

先週分と併せましてご報告申し上げます。
本人誕生祝：伊原修会員 青木栄久会員 田中康明会員 三柴富男会員 齋藤一郎会員 増渕好次郎会員
辻博明会員 村木優実子会員 金山典生会員
結 婚 祝：﨑尾肇会員 猪瀬和人会員 青木栄久会員
快 出 席 祝：鈴木重男会員 荒井規雄会員 町田卓大会長 金子昌郞会員 小林辰興会員 印出井敏英会員
小林健二会員 村木優実子会員 関口快太郎会員
奥様誕生祝：佐々木英典会員 佐山良一会員 金山典生会員 飯村悟会員 関口快太郎会員 阿部欣文会員
大澤章利会員 小島克之会員 藤澤智会員

青木栄久会員：8 月 22 日の社葬では、御世話になりました。
熊倉学ガバナー補佐
：歴史と伝統を誇る宇都宮 RC に補佐として訪問をする事が出来ました事を、とても
光栄に思っております。今日は、私も勉強をさせて頂くつもりで参りました。皆様、
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）

皆様、こんにちは。本日の卓話のご紹介をさせて頂きます。｢とちぎ教育の日｣実行委員会会長であり、
当クラブ本年度幹事大矢裕啓会員によります｢とちぎ教育の日について｣と、いう事でございます。宜し
くお願い致します。
卓話｢とちぎ教育の日について｣
大矢商事(株) 代表取締役

大矢裕啓 会員

改めまして、皆様こんにちは。本年度の幹事をしております大矢でございます。｢とちぎ教育の日｣とい
うのがございまして、実行委員会の会長を務めております。本日は、会の事
業のご説明と最後にお願いがございます。お手元の資料をご覧頂けましたら
と思います。とちぎ教育の日は、平成 4 年に、11 月第 2 土曜日を教育の日
と全国に先駆けて設定を致しました。現在では、36 都道府県 105 市 62 町
11 村 1 区に教育の日がございます。県内 51 団体、会員数が約 16 万人、学
校の先生方、それに関わる教育の職員の方が入りまして約 16 万人という大
きなフレームの中で活動をしております。学校教育・社会教育の推進、そして毎年 1 回とちぎ教育振興
大会を行っております。今年は 11 月 17 日に振興大会を開催致します。その他県内各地で、イベントフ
ェスティバルが開催されます。｢とちぎ教育の日｣の初代会長は、鈴木勘次郎さんです。鈴木さんが創設を
しまして、当時関口快流さんが高校 P 連の会長をしておりまして、この設立に関わったと聞いておりま
す。2 代が副知事をされた小菅充さん、3 代が小林博彦さん高校の校長先生、4 代が病院の理事長でした
麻生利正さん、5 代が県の財政局長さんをされた田嶋進さんでした。当初、県から多額の予算を頂いてお
りました。この様な流れから、初めて民間から私が会長を平成 28 年から務めさせて頂いております。
次に｢とちぎ教育の日｣の目指すものとして、教育尊重の精神・生涯学習の充実振興、家庭・学校・地域
の連携で子供の共育、共に育もうという事です。役割分担として、主体的な意識を持ったところから様々
な組織と連携しながら共育を果たす事です。教育活動の輪、豊かな教育環境、生涯学習社会の基盤整備で
自分なら何が出来るか、小さなお子さんをお持ちの従業員さんは仕事も大切ですが、1~6 歳迄の小さな
お子さんにしっかり関わる事が大切と指導し、自分は会社で子守役のヒントを出したりしております。
今迄の 51 団体は教育団体で構成されていますが、私が入ります事により企業で働く人達をも含めて｢と
ちぎ教育の日｣を運営していこうと考えているところでです。具体的な活動ですが、広報活動・今迄のア
ナログ事務局長がデジタル局長に変わりました。今迄ですと我々の活動が中々PR 出来なかったのですが、
今はホームページの中でポスター原画コンクールの作品を掲載し、ハンドブックもホームページから閲
覧出来るような広報活動を努めております。｢とちぎ教育の日｣と目玉ですが、栃木の偉人紹介があり、そ
の講演の時間を持ちました。昨年は、郷土の偉人紹介として｢矢板武｣｢印南丈作｣の教材化として鹿沼市
の青山靖中学校教諭の講演がありました。矢板武と印南丈作は、不毛の土地であった那須野が原の開拓
に努力し明治 18 年に那須そ水を実現させ、荒れ地を豊かな農地に変えました。｢この様な人がいました
よ｣と言うミニ講演を会員の方達に知らせてゆく活動をしております。又、月刊誌｢dancyu｣ の編集・長
植野広生さんのお話も聞きました。植野さんは、今はメディアで注目されています。この方は｢目標を設

定しない方が、人生は楽しい｣と、教育関係では中々取りあげづらい演題でしたが振興大会でお話を頂き
ました。内容では、各団体の表彰・ポスター原画コンクールの表彰・偉人紹介・講演で行っております。
今年は｢奇跡の小学校の物語｣の映画監督安孫子亘先生にお越し頂く予定です。又今年は日本一のイチゴ
農家を取材し発表する計画もしております。
課題の 1 として、先程の話に戻りますが、私が就任しました平成 28 年頃は切手を貼った封書で案内が
届く又はファックスで届くといった頃でした。その前は、ホームページ等に中々展開出来ませんでした。
現在、広報活動としてホームページの拡充や我々の周知の努力を行っております。又私の卓話をさせて
頂ければ、更に相乗効果があるのではと、又栃木県教育委員会のホームページの中でも私共の事業が紹
介されております。これから｢とちぎ教育の日｣の活動について皆様に知って頂きたく、ホームページの
閲覧をお願い致します。学校や職場の表彰式等の申請用紙も、ホームページからダウンロード出来ます。
只今私共、常勤 1 名・非常勤 1 名が栃木県教育会館 3 階の 1 室を借りて仕事をしております。とちぎ教
育の課題は広報活動であると、又この様な形でお話をする機会を頂きながら、我々の活動を知って頂き
たいと思います。課題の 2 としまして、お願いになります。私ども最盛期といった頃の時代私が小学校
の PTA の連合会会長をしていた頃、県の PTA の会長をしていた頃ですが、教育委員会で多額の予算を
付ける会が有ると思っておりました。とちぎ振興委員会の講演で、五木寛之さんが見えたことがありま
す。当時の謝金が 200 万と伺っておりました。現在の謝金は当時と比べて、20 分の 1 位です。県の税制
の健全化又税収も減っておりますので致し方ない事だと思いますが、最盛期の県補助金は年間 800 万で
した。平成 30 年は 170 万円になり、これから毎年毎年減額になると思います。先日は、県の教育長・県
議会議長に要望書を持って補助金維持のお願いをして参りました。設立に関わって頂き長年協賛頂いて
いる(株)関口さん、(株)大高商事さん又この会の方からも協賛を頂いております。これからの｢とちぎ教育
振興大会｣開催に向けての協賛にご協力を頂きたくお願い致します。今、宇都宮市でも色んな生涯学習が
有ると思います。仕事をリタイアした後でも学習が必要であり、人と人とに関わり居住するコミュニテ
ィーと同じように学んだ所のコミュニティー、同じ学び舎で学んだ人達が又交流を始め和気あいあいと
出来る空間を堅持する事は、大事な事と思っております。この様な活動を私は地道にこつこつと行って
きましたが、地道に行っておりますと資金源に達してしまいます。私のしております事を皆様に披露さ
せて頂きながら多くのご賛同を頂けるよう、本日は｢とちぎ教育の日｣のご案内をさせて頂きました。30
周年の記念の日には、集大成として教育のリニューアルが有るかと思います。皆様には協賛以外にも色
んなご助言を頂いて、官と民が一体となるよう体質改善が出来れば更に盛り上がっていくのではないか
と思います。｢とちぎ教育の日｣のご理解とご協力をお願い致します。栃木教育会館というところは、本当
に緊張感のある会館です。教育の発信基地という所であります。教育者の集合体という緊張感のある所
で、仕事をさせて頂いております。この栃木県教育会館がリニューアルの時期にさしかかっております。
｢とちぎ教育の日｣の事業を更に拡大しながら、栃木の教育は教育会館から発信していくという思いを｢と
ちぎ教育の日｣は背負っておりますので、活性化と発信基地教育会館にご興味を持って頂きたく、ご案内
をさせて頂きました。今年 28 回の大会は、11 月 7 日の日曜日に開催予定で準備をしているところです。
これで私の卓話を終わらせて頂きます。御清聴を誠に有り難うございました。
【今日の食事】
チキンカレー
サラダ 香の物 コーヒー

【9 月卓話】
9 月 10 日（火）会員卓話「とちぎ教育の日」について
大矢裕啓幹事

大矢商事(株) 代表取締役

9 月 17 日（火）ガバナー公式訪問
川嶋幸雄ガバナー
9 月 24 日（火）
「LGBT ってナンだ？ 多様性が高める企業の価値」
柳原浩様

NHK 宇都宮放送局 副局長

【10 月卓話】
10 月 1 日（火）委員会活動報告
環境保全委員会
10 月 8 日（火）最近の大相撲事情
北出幸一様

NHK- GMS

10 月 15 日（火）第１回クラブフォーラム
10 月 22 日（火）休会
10 月 29 日（火）米山記念奨学生 活動報告
クマリ様
会報担当：柴田 彰夫 会員
画像担当：菊池 芳章 会員

米山記念奨学生

