UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB

2017-2018 年度 第 1761 回例会
宇都宮南ロータリークラブ会報
会長：坂本昭一

幹事：藤島

拓

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）

2月

第 3 例会

2018 年 2 月 21 日(水)

司

会

会員数 53 名

桑田

豊豪

出席 28 名

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
§石川

長谷川

博夫 親睦・家族委員長

努 様（宇都宮南高等学校 南風倶楽部 顧問教師）

§田村真琴 様・曽根原 舞 様・岸

会長の時間

明莉 様（宇都宮南高等学校 南風倶楽部）

坂本

昭一 会長

皆さんこんにちは。
2 月 24 日(土)宇都宮北ロータリークラブのホストにより、インターシティーミーティングが開催され
ます。昨年我々宇都宮南ロータリークラブがホストを務め成功裡を納めました。今回のテーマは「見つ
めよう変革の時から明日を」です。宇都宮市内 10 クラブの情報交換と親睦を深め、地区方針と目標に
ついて各クラブ会長がスピーチを行います。第 2 部はスペシャルオリンピックス日本について、細川氏
の講話がございます。当クラブの若月章男会員が第 3 グループ B ガバナー補佐として御登壇されていま
すので、皆様のご参加をよろしくお願い致します。
本日の卓話は、宇都宮南高等学校南風倶楽部の皆様にお出でいただきました。活動報告をよろしくお
願い致します。

幹事報告

藤島

拓 幹事

§台湾東部地震災害義援金のご協力をよろしくお願い致します。
§次週、2 月 21 日(水)の例会は宇都宮陽南ロータリークラブとの合同例会とし、宇都宮市長の卓話となり
ます。ご参加をよろしくお願い致します。
§2 月 24 日(土)IM のご参加をよろしくお願い致します。
§2 月 28 日(水)の例会は、宇都宮市長例会となります。宇都宮陽南 RC との合同例会となります。皆様の
ご参加をよろしくお願い致します。
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職業奉仕委員会報告

村上

芳弘 委員長

§4 月 18 日(水)(株)ミツトヨ製作所への職場訪問を行います。（詳細は FAX にてご案内）皆様奮ってのご
参加をよろしくお願い致します。

スマイルボックス委員会報告
§坂本昭一会長

中野

智之 委員長

本日の卓話は宇都宮見ない高等学校南風倶楽部の「インターアクト活動報告」です。
よろしくお願い致します。

§田中正夫副会長

インターアクトクラブの活動報告よろしくお願い致します。

§藤島

宇都宮南高等学校インターアクト南風倶楽部の曽根原前会長、田村副会長、岸幹事、

拓幹事

石川先生様、南クラブへようこそ、本日の活動報告、よろしくお願い致します。
§山本敬三会員

南風倶楽部の皆様ようこそ！3 月 18 日(日)の清掃奉仕活動よろしく！

§磯貝

太会員

南風倶楽部石川先生、曽根原さん、岸さん、田村さん 3 人娘緊張せず頑張りましょう。

§関 享一会員

南風倶楽部の皆様、お忙しい中ご出席下さいましてありがとうございます。皆様のご
活躍を期待しております。

§村上芳弘会員

南風倶楽部の皆様、ようこそお越しくださいました。

§中野智之会員

南風倶楽部の皆様、ようこそお越しくださいました。

§塩田

小平奈緒ちゃん！金メダルおめでとうございます。感動しました！イ・ソンファさん

潔会員

との友情にも感動しました！ありがとう！
§田村一夫会員

庭の福寿草が寒い中、咲き始めています。待ち遠しい春が近づいていますね。

§長谷川博夫会員

今週、湯元スキー場にてスペシャルオリンピックス日本・栃木スキーアスリートのス
キー教室の手伝いに行って来ます。

§若月章男会員

「山歩きの会」で蔵王に行って来ました。残念ながら天気は良くなかったけれど、楽
しい旅でした。吹雪の中、運転の笠原さん、同行の皆さんありがとうございました。

§笠原正人会員

山歩きの会での蔵王温泉、楽しい思い出になりました。風雪厳しく、異次元の世界を
体験して来ました。次の会長の企画を楽しみにしています。

§若林博純会員

蔵王温泉とかけて、梨畑の昼寝ととく、その心は、この上なし。

§桑田豊豪会員

「山歩きの会」報告（趣味の会報告に掲載）

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
趣味の会報告

桑田

今週の金額

15,000 円

豊豪 会員

山歩きの会
2 月 17・18 日(土・日)、山歩きの会で高久会長の下、笠原会員、若月会員、若林会員、物井会
員、川又会員、と共に山形蔵王に行って参りました。あいにくの吹雪でしたが、樹氷をバックに迫
力ある写真を撮ることができました。宿では、祖父がロータリアンのオーストラリア人の青年と出
合い、山形牛を美味しくいただきました。翌日も高畠ワイナリーや米沢牛をいただき、本当に楽し
い記憶に残る会となりました。次回、是非 皆様もご参加ください！！
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インターアクト活動報告
宇都宮南高等学校 南風倶楽部
活動報告

元会長

曽根原舞

私は、宇都宮南高校のインターアクトクラブ、南風倶楽部で会長を務めさせていただきました。
私が、この高校生活の中で多くの貴重な経験を重ねてこられたのは、ここにいる皆様を初め、ロータ
リークラブの方々からの支援があってのことでした。たくさんの活動を通して、私は成長することがで
きました。本当にありがとうございました。
三年間の活動の中でも、一番印象深い活動は台湾研修です。日本と関係が深く、似た部分が多いい台
湾ですが、言葉も違えば、文化も違います。コミュニケーションをとっていく中で、自分の英語が通じ
ず言葉の壁を実感しました。少しでも会話ができるようにとホテルに戻っては、簡単な台湾語を調べ、
一緒に研修に来ていたメンバーと練習しました。練習した台湾語が通じたときの感動は忘れられません。
また、台湾の高校生だけでなく同じく研修に行った栃木県内の高校生と短い時間でしたが、友情を育
むことができました。台湾研修以降の活動でも、研修をともにしたメンバーとともに活動できより密の
濃い活動にすることができ、とてもいい経験になりました。
大変だったことと言えば、台湾との交流会でのＰＰＡＰの発表と乾杯の音頭をとらせていただいたこ
とです。ＰＰＡＰの発表では、他の高校の方と内容が被ってしまい盛り上がるかとても心配でしたが、
台湾の方々はもちろん多くの方々が一緒に踊ってくれ、心配していたことが嘘のように盛り上がること
ができ、本当によかったです。乾杯の音頭をとらせていただいたときは、突然のことでまさか私たちが
やらせていただけるなど思ってもいなかったので、とても驚きました。選ばれた理由は、今でもわかり
ませんが、そのような貴重な機会を与えて下ったことに感謝しています。
二番目に印象深い活動は、RYLA セミナーの模擬国連です。私は、２回参加し２回とも賞をいたたくこ
とができました。模擬国連を通し、普段あまり考えないような世界情勢について考え、深く知ることが
できました。また、どのようにすれば自分の考えや意見をうまく伝えられるのか、どのようにすれば場
をまとめうまく相手と交渉できるかなど、学ぶことができました。自分の意見だけを相手にぶつけてし
まったり、うまく場をまとめられなかったりなど失敗もおおくありましたが、そこから相手のことを考
えることや、場の状況を判断することの大切さを知り、以降の活動や会長を務めていた生徒会活動にも
生かしていくことができました。
以上のインターアクトで得た経験は私の高校生活に色を与えてくれ、広い視野を持つきっかけになり
ました。このことは、将来さまざまな活動で生かしていきます。
最後になりますが、ほかでは得られない貴重な経験をさせていただき本当にありがとうございました。
これから先、高校生に希望をまく活動と、ロータリークラブのかたがたのさらなる発展を願っています。
本当にありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
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元幹事

岸明莉

今から、私が約２年半のインターアクトの活動を通して得た経験と白鴎大学教育学部の推薦入試にど
う生かしたかについて話していきたいと思います。よろしくお願いします。
まず初めに、私がインターアクトに入ったきっかけは、奉仕活動や国際ボランティアに興味があり、
１年生のときに友人に「一緒にインターアクト入らない？」と勧められたことです。私は、もともと人
前で話すことがとても苦手で、大勢の人を目の前にすると失敗ばかりしていました。しかし、インター
アクトに入ってから、幅広い分野で子供達や高齢者、外国人の方々とコミュニケーションを取ることで、
社会性や人間性を培うことができました。
そして、ボランティア活動を通して、様々なことを学びました。
まず、
「足尾銅山の植樹活動」についてです。私はボランティアをする前まで、足尾銅山鉱毒事件につ
いて授業で何度か耳にする程度で、知識はほとんどありませんでした。ボランティアで実際に足尾銅山
に行き、今でもまだ山肌がむき出しになっていることに驚きを隠せませんでした。それから私は、足尾
銅山や栃木県の歴史について興味を持つようになり、インターネットや本で調べるようになりました。
自らの手で実際に木を植えることで、環境問題についてより深く理解することができました。
次に、
「星の家まつりのボランティア」についてです。星の家とは家庭環境に恵まれず家庭で育つこ
とのできない子供たちの自立を支援する施設で、多くの支援の輪によって運営されています。私はそこ
で、主に模擬店でお客さんの呼び込みやお会計などのお手伝いをしました。最初は、わからないことが
多く戸惑ってしまいましたが、星の家のスタッフの方が親切で優しく様々なことを教えていただきまし
た。また、接客の仕事をする中で、高齢者や子供たちと触れ合うことで人の温かみを感じることができ
ました。
また、私が白鴎大学教育学部の推薦入試に、どのようにインターアクトの活動が生きたのか話してい
こうと思います。私の場合、２０分程度の面接でした。面接官には、インターアクトの活動を通して学
んだことや栃木県の魅力とは何かと聞かれたときに、今までの活動を通して栃木県を深く知ることがで
きたため、思っていることを自分の言葉で面接官に伝えることができました。
最後になりますが、私が高校生活、他では得られない様々な体験をさせていただいたこと、本当にあ
りがとうございました。このことは、自分の夢の実現に活かしていきたいたいと思います。ロータリー
クラブの方々や活動を支えて下さった先生方、本当にありがとうございました。
元副会長

田村真琴

私はインタ－アクトクラブの副会長として、３年間様々な活動に参加しました。
私が最も刺激を受けた活動は。ユニファイドアクトとスペシャルオリンピックスです。
まず、ユニファイドアクトは、私がインターアクトクラブに所属し、一番最初に参加した活動でした。
障害のある方一緒にスポーツをし、コミュニケーションをとりました。自らペアを組みパスの練習した
り、ゲームをしたりと最初はとても緊張しましたが、笑顔で楽しく交流することができました。この活
動を通し「福祉」や「人権」というものをいしきするようになり、障害のある方との交流活動に積極的
に参加するきっかけとなりました。
２つ目のスペシャルオリンピックスでは、障害のある方のスポーツ大会に運営のサポートの点で関わ
りました。練習をとても真剣に取組んでいる姿やチームを強く応援している姿がとても印象的でした。
練習場所の確保やこういった大会の啓発活動といった、多くの機関からの支援の必要性を知ることがで
きました。

UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB
以上の２つの活動は、私の進路にも影響し、楽しいだけでなく、勉強になった活動でした。私は、４
月から社会福祉を学ぶ大学に入学します。将来は、社会福祉士として、支援を必要としている方の力に
なりたいと考えています。インターアクトクラブでの様々な活動を生かし、「現場の声」に耳を傾ける
事のできる社会福祉士を目指します。
多くの貴重な経験をさせていただき、本当にありがとうございました。

出席報告

若林博純 委員長

会員数

53 名

前々回

2月7日

出席数

29 名

訂正率

74.00％

欠席数

24 名

出席率

63.04％

例会予定
第 1762 回

2 月 24 日(水)

第 2550 地区 2017-2018 年度
インターシティーミーティング

％

プログラム

日付

時間

第 1763 回
2 月 28 日(水)

12：30～13：30

日付

時間

3 月 7 日(水)

第 1764 回
3 月 14 日(水)

3 月 28 日(水)

陽南 RC 合同例会
市長卓話：佐藤栄一市長

プログラム

例会場
ホテルニューイタヤ

例会場

2 月 24 日 IM 振替休会

12：30～13：30

3 月 21 日(水)
第 1765 回

プログラム

知事卓話：陽南 RC 合同例会
栃木県知事

福田富一様

ホテルニューイタヤ

法定休日
外部卓話：「日本の財政を考える」
12：30～13：30

財務省関東財務局
宇都宮財務事務所 所長 大野孝広様

ホテルニューイタヤ

