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会長：藤井康夫  幹事：坂井俊司  会報委員長：関口隆 

例会場及び例会日：ホテルニューイタヤ ≪水曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市大通り 2-4-6ホテルニューイタヤ内 

TEL:028-635-5511（ホテルニューイタヤ） 

 

 

 

 

 

     

    司 会      市原 久典 S.A.A 

    

● ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

    ビジター紹介   磯貝 太 親睦・家族委員長 

    

§ 佐々木 均 様(宮コン創設者・卓話者) 

 

    会長挨拶     藤井 康夫 会長 

    

 皆さんこんにちは。 

 佐々木様、本日の卓話、楽しみにしておりますのでよろしくお願い致します。 

 花粉症にかかり、秋でも花粉が飛ぶのだと実感致しました。 

 先週はラグビーでの五郎丸選手が活躍し、ポーズを真似る子供がたくさん見受けられます。色々

なスポーツが盛んになる事は良い事だと感じました。 

 最近、寒くなりましたので、お身体には充分お気を付け下さい。今週も米山と財団のご協力を

よろしくお願い致します。 

 

    幹事報告     坂井 俊司 幹事 

    

§地区ガバナーより、2016年国際大会(ソウル)における栃木ナイトのご案内が届いております。 

 2017年 5月 28日(土)9：30よりソウルに於いて開催されます。皆様のご参加をよろしくお願い

致します。詳細は後日お知らせ致します。 

 

    インターアクト委員会   山本 敬三 委員長 

    

   §11 月 1 日(日)宇都宮南高校南風インターアクトと共に栃木県総合運動公園清掃活動を開催致し

ます。現在、南高校の参加者は 75 名となり、当クラブと合わせて 93 名のご参加をいただきま

す。皆様の奮ってのご参加をよろしくお願い致します。 

10 月 第 3 例会        

2015 年 10 月 21 日(水)    会員数 48 名 出席 27 名 
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    スマイル BOX 委員会報告   角田 充由 委員 

    

§藤井康夫会長 色々な顔をお持ちの佐々木様、本日の卓話、よろしくお願い致します。 

   §坂井俊司幹事 佐々木様、本日はお忙しい中、卓話をお引き受けいただき誠にありがとうござ

います。お話、楽しみにしています。 

   §田口久雄会員 佐々木様、本日はよろしくお願い致します。 

   §仲田俊夫会員 米山記念奨学会・ロータリー財団寄付金、ありがとうございます。よろしくお

願い致します。 

   §磯貝 太会員 宇都宮南ロータリークラブ「山歩きの会」10月 18日(日)高久隊長・カオ君と私

磯貝の 3 人で那須朝日岳に登山に行って来ました。山のルールを高久隊長に教

えてもらいました。登山中、多くの参考になるテクニックを教えてもらいまし

た。次回、たくさんの参加者を期待しています。 

   §藤島 拓会員 10月 25日(日)がいよいよ第 21回第 2550地区の野球大会です。23日(金)の前々

夜祭で対戦相手が決まりますが、どこと対戦しても実力を出せば(特に人気者の

磯貝君が)良い結果を出せると思います!!去年の甲子園大会で負けてから、今日

まで負けていないので(引き分けあり)このままの勢いで優勝して、来年のホス

トクラブを頑張りましょう。皆様の応援よろしくお願い致します!! 

   §田中正夫会員 税理士登録してから満 28年となります。 

   §枝野修一会員 妻の誕生日に素晴らしいお花、ありがとうございました。大変 妻が喜んでいま

した。 

   §中野智之会員 昨日まで金沢で、社交飲食業の全国大会が開催され、出席して参りました。金

沢は素晴らしい街でした。宇都宮も頑張りましょう。 

   §黒崎丈博会員 本日も例会、よろしくお願い致します。 

             

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  11,000 円 

 

    亘理委員会報告   山本 幹夫 委員長 

    

  「山元町ふれあい産業祭」が 11月 23日(日)10：00より、山元町役場駐車場にて開催されます。 

今年も「うつのみやの餃子」を亘理ロータリークラブと協力して販売をし、その収益を亘理ロー 

タリークラブに全額寄付致します。皆様のご参加をよろしくお願い致します。 

 

    野球部報告     藤島 拓 会員 

    

    第 21回地区親善野球大会が 10月 25日(日)足利総合運動公園に於いて開催されます。これまで

チーム全員で頑張って参りました。当日、7：00に山本敬三会員の会社よりバスが出ます。応援の

皆様もよろしくお願い致します。 

    次年度は、当クラブがホストとなりますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 
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    招待卓話 

    

   宮コン創設者 佐々木 均 様 

 

   「宮コンと出合いの街」 

 

    本日は歴史ある宇都宮南ロータリーにお招き下さいまして、 

真にありがとうございます。 

私は宮コンと言うイベントを主催しています、佐々木均と申します。本業はルシファーと言う

名のワインバーでオーナーソムリエをしておりますが、実はこの春から宇都宮の市議会議員もし

ております。どうぞ、よろしくお願いします。本日は、宮コンを通して最近の婚活事情などを少

し話したいと思います。 

 宮コンは 2004年の夏に始まりました。今年で 11年になります。過去 10万人近い参加者を生み

出し 200 組以上の成婚者を排出しています。全員が幸せかは解りませんが…結婚したい希望を叶

えた点では誇れる事業だと自負しております。経済効果としても年間 3 億円などと言われていま

す。結婚や出産を加味すればもっと多いのかも知れません。しかしながら宮コンは元々は市街地

活性や婚活支援等と言うものの為に産み出したイベントではありません。自分たち飲食店仲間の

経済効果を目的に始めたイベントでした。それが予想を超えるヒットになり、全国中で真似をさ

れ、街コンとして、流行語大賞にノミネートされたりもしました。ヒットの理由にはナンパと言

う行動を死語にしてしまった現代社会のゆがみがあります。「知らない大人とは口をきかなくてい

い」という幼児教育などの影響も多分にあると考えられます。その結果、現代社会は大量の出会

い難民をつくり出してしまいました。シリアの難民の深刻さとは比べられませんが、この難民の

存在も日本にとっては重要課題です。少子化は言うまでもありませんが、恋愛期間そしてその後

の結婚が無ければ経済活動が低調になります。未婚者へのアンケート調査では将来にわたり結婚

出来ないと感じている人は未婚者全体の 34％にも上ります。男性は「自分に自信が無い」と「経

済的不安」が主な理由です。女性は「自分に自信が無い」と「出会い方が解らない」でした。恋

人のいない理由の上位はどちらも出会いが無いからです。「宮コン」のヒットした理由は少なくと

も、出会いの確率の部分を劇的に上げたからだと思います。お互いに出会いたい人たちを、同じ

時間に同じ場所に集める事で、市街地に通常の何倍もの「濃い出会いの培養液」を作ったんです。

それが、ヒットに繋がったのでしょう。それは言い換えれば「現代版・村まつり」とも言えるで

しょう。 

 宮コンは現在は毎月１回～２回行っています。しかしピーク時と比べると人数は減っています。

特に女性の参加者が減っています。そのために男性の参加希望者を制限せざるを得ません。これ

には宇都宮の特殊事情があります。宇都宮は全国有数の男余りシティーなのです。20才～49才の

男女を比べると 1 万人以上の差があります。ちなみに栃木県は都道府県別の男女差の比較で男が

多い県日本一です。理由は宇都宮周辺に全国的な企業が多く存在していて、県外からの男性従業

員を雇い入れているからです。それ自体は悪い事ではないのですが、結果は男の参加希望者だけ

が多くなってしまう訳です。そこで、宇都宮市の施策として県外から無料バスを出して宇都宮に

女性を迎え入れる事をお願いしています。県外の女性が宇都宮の男性と上手く結婚してくれると、

その瞬間に宇都宮の人口が増えます。市内の女性と結婚してもそうはなりません。仮に 2000人の

宇都宮の未婚男性が県外女性と結婚すれば 2000人人口が増えます。その後、子供が出来れば 4000
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人、6000 人に増える事になる訳です。宇都宮に取って有益でしょう。皆様にもその辺の事情を知

って頂いて、今後とも宮コンを応援、協力をして頂けるとありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム 

      

月  日 時  間 内  容 

10 月 28 日(水) 18：30～20：30 夜間例会：お月見の会 

 

月  日 時  間 内  容 

11 月 4 日(水) 12：30～13：30 

ロータリー財団 卓話 

地区ロータリー財団補助金小委員会 

委員長 森本 敬三 様 

11 月 11 日(水) 12：30～13：30 地区大会 振替休会 

11 月 15 日(日) 8：30登録 9：00点鐘 
2015-2016 年度 地区大会 

宇都宮グランドホテルに於いて 

11 月 18 日(水) 12：30～13：30 

招待卓話 

「ボランティアってなんだろう」 

NPO 法人サンタの会 代表 野田 和朗 様 

11 月 25 日(水) 12：30～13：30 

招待卓話 

「生活習慣病の新たな戦略 療養食キクイモの提案」 

岡医院・鷲谷病院 内科医師 岡 宗男 様 

 

出席報告  物井栄三郎 委員長 

 

会員数  48 名  前々回 10 月 7 日 

出席数  27 名  訂正率 76.92％ 

欠席数  21 名     

出席率   75.00％  

次回例会 

 2015 年 10 月 28 日(水)  

  

夜間例会：お月見の会 

 


