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 2013-2014 年度  第 1580 回例会 

宇 都 宮 南 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ 会 報 
 

会長：仲田俊夫  幹事：田口久雄  会報委員長：藤島 拓 

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      磯貝 太 S.A.A 

   

● 国歌斉唱「君が代」  ● ロータリーソング「奉仕の理想」 

 

    ビジター紹介   中野智之 親睦・家族委員長  

    

§矢野正広様(とちぎボランティアネットワーク常務理事)卓話者 

§奥山 敦様(とちぎボランティアネットワーク常務理事)卓話者 

 

    会長挨拶     仲田俊夫 会長 

 

     皆様こんにちは。 

     連休中は家でゆっくり過ごしました。体を動かさないと体重が増えてしまい、減量しなけれ

ばと思っています。 

     本日の卓話にとちぎボランティアネットワークの矢野様がお見えです。当クラブにもご縁が

ありそうな会員の方がいらっしゃると思いますので、皆様よろしくお願い致します。 

     そして、本日は 2 名の新入会員の入会式がございます。ロータリーは出席が義務です。出来

る限りのご出席をお願いしたいと思っております。今日の例会が、皆様の糧になりますようお

祈り申し上げます。 

 

    5月のお祝い事 

    

    §会員誕生 村上芳弘会員・杉本供也会員・水原清会員 

§入会記念 村上芳弘会員・村田宏明会員・青木克浩会員 

§結婚記念 村田宏明会員・若月章男会員・山本敬三会員・酒澤伸二会員 

§創立記念 坂井俊司会員（有）春日屋商店 ・ 磯貝太会員 ウィズテック(株) 

      水原 清会員（株）建築工房 源 

§夫人誕生 田島久夫会員  
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    幹事報告      田口久雄 幹事 

    

   § 本日例会終了後、理事役員会を開催致します。 

    

    新入会員入会式 

    

   枝野 修一 会員 

   (有)アニマート 代表取締役 

   職業分類：賃貸住宅貸付業 

推薦者：青木克浩会員 

 

 

   磯田 賢 会員 

   東京海上日動火災保険(株)   

栃木支店次長 兼 宇都宮支店長 

職業分類:保険 

推薦者：若月章男会員 

 

 

 

    皆出席表彰 

 

 

    中野 智之 会員 

    2013年 3月より 1ヵ年 

 

    藤島 拓 会員 

    2011年 4月より 2ヵ年 

 

 

      

    スマイル BOX委員会   喜内敏夫 副委員長 

 

   §仲田俊夫会長 矢野様、卓話ありがとうございます。勉強になります。よろしくお願いします。 

   §小塚照夫会員 昨日は宇都宮 9 クラブゴルフ大会で大変お世話になりました。来年また頑張り

たいと思います。 

§村上芳弘会員 9クラブゴルフ大会に参加しました。非常に楽しい一日でした。今後は宇都宮南

ロータリークラブにゴルフ部を創りましょう。 

§中野智之会員 昨日、市内 9クラブゴルフコンペに村上さん 小塚さん 荻原さん 山本幹夫さん

嶋田さん 佐々木さんと出場しました。皆さんお疲れ様でした。 
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   §荻原英美会員 昨日 5月 6日は、9クラブの RCゴルフ大会が宇都宮 CCで行われましたが、中野

親睦委員長の期待に応えられず、申し訳ありませんでした。大変な準備不足で、

更にこれから練習して精進します。 

   §若月章男会員 今日、2名の新入会員が認証され、今年度 6名となりました。まだ仲田年度は 2

か月残っていますので、引き続き会員増強をお願い致します。 

   §青木克浩会員 本日、入会される枝野さんをよろしくお願い致します。 

   §山本敬三会員 ご入会されました枝野さん 磯田さん、ようこそ！特に磯田さん、野球部でのご

活躍 期待しています。 

   §小保方信聴会員 ゴールデンウィークもやっと終わりました。孫が 3 人おりますので、どこか

に連れて行かねばならず、毎年困っています。 

   §藤島 拓会員 今週土曜日 5月 10日駒生球場で午後 1時 30分から野球部の練習がありますの

で、よろしくお願い致します。 

   §喜内敏夫副委員長 5月 3日日光湯元スキー場で、幕営して日光白根に行って参りました。本来

は賤ヶ岳から黒木曽山の 3日間でしたが、20㎏のザックの重さに耐えかねて、

白根だけで戻って来ました。体力不足を感じます。 

  

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 

亘理ロータリークラブワンコイン支援          今週の金額   1,699円 

甲子園募金                      今週の金額  10,618円 

 

    野球部報告    塩田 潔 監督  

 

  甲子園野球大会の日程が決定致しました。 

  日時：7月 4日(金) AM 9:00より（第 1試合） 

  対戦クラブ：京都南ロータリークラブ 

  前夜祭参加の為、2泊 3日を予定しております。応援参加会員として多くの会員の皆様のご参

加をお願い致します。 

 

    招待卓話 

 

    とちぎボランティアネットワーク 

    常務理事 矢野正広 様 

 

   「フード・バンクと生活困窮者支援」 

 

 

とちぎボランティアネットワークは、阪神淡路 

大震災の時に栃木県からボランティアを派遣しました。 

それをきっかけに、ボランティアをしたい人とボランティアを求める人をつなぐ情報の場とし

て１９９５年１２月に発足しました。もうすぐ発足して、２０年になろうとしています。 
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当初はボランティアの情報誌を作成し、情報を発信することから始まりました。その後、社会

の中のさまざまな問題取り組む活動をおこなってきました。例えば、災害救援活動は災害に苦し

んでいる人達がいるので、ボランティアを派遣して現地の人の問題を解決していく活動です。 

    更に、社会に出る事ができない若者が増加傾向にあり、仕事に就けない若者が増えたという問

題にも取り組みました。そして、就業体験をするワーキングスクールというものを行い、若者の

就業支援等に取り組みました。今では国の制度が追いついてきて厚生労働省の若者サポートステ

ーション事業で行っています。 

    十年前から困窮者の問題が大きくなり、無職で無縁者という人達が増え始め、困窮者支援を中

心に現在取り組んでいます。派遣で就業している人達が失業してしまうと、職場で何とか維持し

ていた縁が切れてしまい、全く縁が切れてしまう人が多いところに問題があります。 

    困窮者支援の一つとして、フードバンクというものを始めました。食品を無償でいただき、生

活に困っている人に食品を支援する活動です。行政の支援は支援を受けるまで時間がかかったり、

要件を満たしてないと受ける事ができなかったりします。民間だと柔軟な支援ができるので少し

の間、食べ物を渡すことにより命を維持することができます。 

 

フードバンクの説明 

日本の社会の中で、賞味・消費期限があるのに廃棄されてしまう食品が年間５００万トンから

８００万トンあります。原因は賞味期限が少なくなったり、製造過程でパッケージにミスプリン

トしたり様々です。そのような食品を増加している困窮者の人に食品を無償でお渡しする仕組み

の事をフードバンクと言います。無償で食品をいただき無償で食品をお渡しするので事業の中か

らお金を生み出すことができません。寄付や助成金で運営をどうにか行っています。食べ物が無

く助けを求める人は、食べ物が無い意外にも様々な問題を抱えています。そのさまざまな問題を

解決する入り口としてフードバンクを使って解決をしていこうというものです。 

 

最後に 

ロータリークラブの皆さんにお願いしたいことは、我々の活動に対し寄付をいただければ非常

にありがたいですが、応援していただけるなら、皆さんの仲間や社員の方から食品を集めてもら

う事からしていただくと非常にありがたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告  嶋田辰雄 委員 

 

会員数  46名  前々回 4月 23日 

出席数  31名  訂正率 73.00％ 

欠席数  18名       

出席率 67.39％  

 

次回例会 

   

5月 14日(水) 会員卓話 

   喜内敏夫会員・佐々木隆会員 

「RI地区委員として振返って」 
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    プログラム 

 

月  日 時  間 内   容 

5月 14日(水) 12：30～13：30 

会員卓話 

喜内敏夫会員・佐々木隆会員 

「RI地区委員として振返って」 

5月 21日(水) 休会 5月 24日(土)振替休会 

5月 24日(土) 10：00～12：00 
社会奉仕・インターアクト委員会 

南風クラブ合同による清掃活動 

5月 28日(水) 12：30～13：30 

クラブフォーラム 

テーブルミーティング 

「新会員と語ろう」小塚照夫 副会長 

 

 

月  日 時  間 内   容 

6月 4日(水) 12：30～13：30 

会員卓話 

ガバナー補佐 村上芳弘会員 

「一年を振り返って」 

6月 11日(水) 12：30～13：30 
クラブアッセンブリー委員会活動報告 

クラブ奉仕・広報・会員組織各委員会 

6月 18日(水) 12：30～13：30 
クラブアッセンブリー委員会活動報告 

奉仕プロジェクト・ロータリー基金 

6月 25日(水) 18：30～20：30 
仲田年度 最終例会：夜間例会 

親睦・家族委員会 

 


