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2020-2021 年度 第 1891 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：中野智之 幹事：長谷川博夫 広報委員会リーダー：酒澤伸二 

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               塩田 潔 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「我らの生業」 

 

    ビジター紹介             猪瀬 龍之介 親睦・家族委員 

 

§ 吉川 美紀 様 環境省日光国立公園管理事務所(卓話者) 

§ 金谷 淳美 様 環境省日光パークボランティア会長(卓話者) 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

本日は吉川様をお迎えして、卓話をお願いしております。 

吉川様よろしくお願いします。 

先日、高校 1年生の息子から相談を受けました。 

聞けば、仙台の人材派遣会社の社長と、宇都宮で面会したいとの事。どういう事か尋ねると、その社長

が TikTok で、若い起業家を募集しているのを見て、DM を送り、面会に漕ぎ着けたとの事。まだ、息子

は未成年なので、私も同行しました。 

まだまだ子供だと思っていた息子が、積極的に社会と関わりをもとうとしている事、面談の際に、質

問事項などをキチンと準備している事など、息子の成長を感じました。 

また、面談の話の中で知ったのですが、学級委員長に立候補し、選出されたそうで、泣き虫だった息

子の成長を、重ねて感じました。息子は野球部の練習にも参加させていただき、皆さんには大変お世話

になりました。起業家を目指しているとの事なので、いつの日か我が南ロータリークラブに入会し、社

会の為に役立つ人になって貰えたらと思いを深めました。 

 

 幹事報告                長谷川 博夫 幹事 

 

§ 6月 16日 23日クラブアッセンブリー各委員会事業報告を開催致します。 

 

5 月 第 2 例会          

2021 年 5 月 19 日(水)      会員数 53名 出席 30 名 

名 
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    ロータリーの友紹介         鈴木 秀明 委員長 

  

「ロータリーの友」 ５月号 購読のポイント 

   ＊ ５月は青少年奉仕月間です 

ＲＩ会長メッセージ ； 私と妻は長年青少年交換プログラムに携わり、それがロータリー活動への入り

口になりました。未来を期待し、現況の様々な懸念を考慮しながら、地区としてバーチャルで学生と世界

を結ぶ、そして地域社会を結ぶ交換プログラムを実施してはいかがでしょうか。 

特集 青少年奉仕月間「あなたのエールで輝く若人」 ； エジプトからの米山留学生とグローバル補助

金奨学生の川合さんへのインタビュー記事です。ハリームさん（エジプト）が日本に興味を持ったきっか

けが素晴らしいと思いました。 

バギオ基金 ； 日本のﾛｰﾀﾘｱﾝが関わって立ち上げたフィリッピンの若者を支援する基金です。詳細は紙

面でご確認を。 

侃侃諤諤 ； ７人のﾛｰﾀﾘｱﾝからのご意見です。高崎 RCの田中様の文章も載ってます。P19 

視点「ガバナーのロータリーモメント」 ； 関西１０地区からのコメントです。複数県にまたがる地区

が多いですね。沖縄県が東京 2580 地区に所属していることを初めて知りました。今回は女性ガバナーは

おられませんでした。 

世界中のロータリープロジェクト ； ５ヵ国からの報告です。よく読むと、赤い数字と記事内容が必ず

しも関連しないことを知りました。 

よねやまだより ； ナイジェリア出身の米山学友の方からのお便りです。 

その他 ； 「クナーク会長が例会にやってきた」は凝縮された深い内容です。「ポール・ハリスとロータ

リー」はいよいよ佳境に入ってきたようです。 

…………………………………………………………………………………………… 

ＳＰＥＥＣＨ ； 「子どもたちの健やかな心を育む」（あさかホスピタル院長佐久間啓氏）この方は、

スペシャルオリンピック福島の理事長でもあります。文章は子育てのセオリーが詰まっています。ぜひお

子様に読ませて下さい。 

この人訪ねて ； 潮田武彦氏（下館 RC）ニンジンジュース開発の苦労話しです。「週間ダイアモンド」

の人気企画で全国２位になったそうです。栃木弁の話しも笑えます。 

友愛の広場 ； ５RC会員からのお便りです。結城 RC齋藤様のランドセルの話しは参考になります。上

田西 RC西田様からのお便りで、クラブソングは素晴らしいですね。 

ﾛｰﾀﾘｰｱｯﾄﾜｰｸ写真・文章編 ； ２４クラブからの投稿です。ボランティアや寄付の内容が参考になりま

す。P50には西那須野 RCの国際医療福祉大学の留学生への食糧支援の記事が載っています。 

 

    スマイルボックス委員会報告     黒崎 丈博 委員 

 

§中野智之会長  吉川様、本日の卓話、楽しみにしております。よろしくお願いします。 

§長谷川博夫幹事 幹事のお役目、残り 1ヶ月とちょっとです。あっという間でした。 

§笠原正人会員  いよいよ梅雨の季節、心がますます曇ります。出かける機会が少なく、ロータリーの

例皆出席が楽しみです。 

§若月章男会員  家の近くでウグイスが鳴いています。うっとうしい天気が続きますが、毎朝少し癒さ

れています。 
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§仲田俊夫会員  吉川様、卓話楽しみにしております。 

§田村一夫会員  コロナが怖くて町中に出ることを控えています。例会に勇気を持って出席しました。

欠席が多くてすみません！！ 

§若林博純会員  今日も大谷がホームランを打ちました。スゴイ！！単独トップです。 

§佐々木隆会員  新しいお客様のご紹介をいただきました。うれしいです。スマイル致します。 

§関 享一会員  速いものであっという間に病気発症から丸 6年が過ぎまして、元気にどうにかこうに

か生活をしています。これもひとえに、皆様からのお力添えをいただいているからで、

厚く御礼申し上げます。どうにか小生も人生七転八起の精神で頑張って行きたいと思

います。中々人前で話ができず、本当に苦虚しています。本当に大切な言葉を理解が

できますよう、日々努力し、頑張ってゆく覚悟にご理解をくださることを望んでいま

す。これからもよろしくお願いします。 

§坂本昭一会員  目に青葉山ほととぎす初鰹、と申しますがうっとうしい梅雨の季節になり、コロナに

負けずに頑張って行きましょう。吉川様、卓話楽しみにしております。 

§岩本一男会員  今日の卓話楽しみにしております。 

§藤島 拓会員  アメリカ大リーグの大谷選手がホームラン王を取れることを願ってスマイルします。

現在トップの 14号です。 

§嶋田辰雄会員  本日の卓話、楽しみにしております。 

§川又俊二会員  あいにくの雨ですが、長谷川幹事誕生日おめでとうございます！ 

§臺 容之会員  雨ばかりで嫌になります。 

§黒崎丈博会員  梅雨に入りました。皆様体調管理、気を付けてください。 

 

      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   16 名 金額  19,000 円  

 

    招待卓話               

 

 吉川 美紀 様 環境省日光国立公園管理事務所 

 金谷 敦美 様 環境省日光パークボランティア会長 

 

 

   山、湖、貯水池、滝、湿地が織りなすカラフルな自然の美しさと崇高な文化遺産。 

指定日：1934年 12月 4日 面積：114,908ヘクタール 関連県：群馬県栃木市福島県 

日光国立公園は、1934年に開園した最初の国立公園のひとつです。公園面積は福島県、栃木県、群馬県

にまたがり、総面積は 114,908 ヘクタールです。地域の大部分は那須火山帯の山岳地帯で、山などの山々

があります。関東地方北部の最高峰である白根（海抜 2,578m）。山 古くから崇拝の対象として知られてい

る南台（海抜 2,486m）。と山。活火山である那須岳（海抜 1,917m）。これらの山々の麓には広い高原があ

り、湖、貯水池、壮大な滝、そして素晴らしい紅葉のある谷の美しさは、すべて火山活動によって生み出

されました。 

さらに、多くの歴史的な世界遺産の寺院や神社とそれらを取り巻く自然の風景の美しい融合があります。 

日光国立公園は、東京近郊から電車や車で簡単にアクセスできることから、自然や歴史、文化を体験でき

るスポットとして人気があります。 
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なすかし/塩原エリア 

この地域には、ニホンカモシカ、ニホンジカ、ツキノワグマなどの大型哺乳類のほか、渓谷の魚や両生

類など、日本の本島でよく見られる動物が生息しています。 

日光/鬼怒川/栗山エリア 

この地域には、地理や植生が多様であるため、非常に多様な動植物が生息しています。 

動物に関しては、大小の哺乳類が森に支えられて生きています。なかでもニホンジカやニホンザルの生息

密度が高い。 

   外来生物について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日光公園ボランティア 

日光公園ボランティア（NPV）は、日光の美しい自然環境を保護するために、 

日光国立公園の奥日光周辺の清掃やパトロール、動植物の調査などを行って 

います。日光への訪問者と自然との交流を支援する目的で、自然体験イベント 

や夕方・朝の散歩も開催しています。 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   53名  前々回 5月 5日 

出席数   30名   訂正率  

欠席数    23名      法定休日 

出席率  65.22％ 

 

例会予定 

 

第 1892 回  5 月 26 日(水) 

招待卓話 

栃木県国際交流協会 

田島亮子様 
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    プログラム     

 

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

第 1893 回 

6 月 2 日(水) 
12：30～13：30 

理事会報告 

リモート卓話 桑田豊毅元会員 
ホテルニューイタヤ 

第 1894 回 

6 月 9 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

「子ども食堂について」 

一般社団法人 栃木県若年者支

援機構 理事長 中野謙作様 

ホテルニューイタヤ 

第 1895 回 

6 月 16 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度事業報告 

各委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1896 回 

6 月 23 日(水) 
12：30～13：30 

クラブアッセンブリー 

本年度事業報告 

各委員長 

ホテルニューイタヤ 

第 1897 回 

6 月 30 日(水) 
18：30～20：30 

夜間例会 

最終例会 
ホテルニューイタヤ 

 


