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2020-2021 年度 第 1889 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               黒崎 丈博 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「四つのテスト」 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。 

本日は藤島会員に卓話をお願いしております。 

藤島会員は、本年度地区インターアクト委員長を務めていただいております。大変ご苦労も有るかと

思います。今後の活動に対する意気込みなど、貴重なお話、よろしくお願いします。 

   

 幹事報告               長谷川 博夫 幹事 

 

§ ガバナーより、医療関係者への寄付に対してのお礼状が届いております。 

§ 当年度及び次年度、ソーシャルメディア活用勉強会開催のお知らせが届いております。 

  ZOOM会議形式となりますので、参加ご希望の方は幹事までお申し出ください。 

§ 5月 12日(水)11：00より、理事会を開催致します。 

 

    次年度 幹事報告           佐々木 隆 次年度幹事 

 

§ 5月 12日(水)例会終了後、次年度理事会を開催致します。 

 

    奉仕プロジェクト委員会報告      横尾 憲一 会員 

 

§ 4月 26日(月)子ども食堂支援奉仕活動に参加して参りました。宮園町及び中央小学校や西小学校近隣

の子供たちが参加しました。日々輝学園園長を中心に開催されました。5月 7日(金)ホールの清掃と塗

装を行いますので、皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

参加者：高久リーダー・中野会長・長谷川幹事・横尾会員 

 

4 月 第 4 例会          

2021 年 4 月 28 日(水)      会員数 53名 出席 26 名 

名 
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    スマイルボックス委員会報告     藤島 拓 委員 

 

§中野智之会長  日曜日のゴルフコンペで優勝しました。 

§藤島 拓会員  本日は、地区研修セミナーの報告を致します。よろしくお願いします。 

§村上芳弘会員  藤島さんの卓話楽しみです。時間内にお願いします。 

§若月章男会員  藤島会員の本日の卓話、大変楽しみにしています。 

§仲田俊夫会員  藤島さん卓話楽しみにしていました！ 

§塩田 潔会員  今日は、藤島さんの卓話を楽しみに来ました。時間オーバーしないよう、よろしくお

願いします!! 

§平澤照隆会員  本日、藤島さんの卓話よろしくお願いします。 

§臺 容之会員  藤島さん、卓話楽しみにしています。 

§黒崎丈博会員  例会久しぶりに参加できました。中々来られなくて申し訳ありません。先日、家内の

誕生日に花を齋藤芳哲さんが届けていただきました。ありがとうございます。 

§坂本昭一会員  藤島様の卓話楽しみにしております。多くのスマイルご協力ありがとうございます。 

 

      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   10 名 金額  16,000 円  

 

    地区委員卓話            藤島 拓 地区インターアクト委員会 委員 

 

「地区委員について」  

 

先週は関口次年度会長が 3 月 28 日に開催された、会長エレクト研修セミナー（PETS）報告の卓話をさ

れました。本日は、２月２７日に開催された「地区チーム研修セミナー」の報告を致します。 

まずは、地区委員についてですが、クラブ細則の附則１に「ガバナー ガバナー補佐 地区委員 指名

委員会 規定」で指名委員会が指名・育成すると規定しております。 

 私の場合は２０１７－１８年度の幹事の時に、地区から次年度の地区委員の推薦依頼があった時に細則

を詳しく読まずに会長と相談し理事会承認だけで推薦してしまったので、今後担当される方はご注意くだ

さい。 

 この時に自分をインターアクト委員に推薦して、今年度で３年目になりました。 

 地区委員の継続は原則３年間と聞いていたので３年間で交替しようと考えていましたが、諸事情により、

次年度に地区インターアクト委員長をやらせていただく事になり、「地区チーム研修セミナー」に参加し

ました。 

 地区委員をクラブで「指名・育成」をする規定になっていると言う事は、地区委員がクラブの代表であ

ると言う事だと思うので、代表の責任として「地区セミナー」の報告を致します。 

 今年のセミナーはＺｏｏｍ開催で、委員会小委員長までの参加のため、各委員とはまだ会う事も出来て

いないし、委員会開催の目途もたっていないので、今後どのように委員会活動を進めていけばよいのか困

ってしまいました。 

さて、2月２７日のセミナーは開会宣言・点鐘のあと、石田ガバナーエレクトから「ＲＩ会長方針」「地

区目標及び次年度方針」の説明を頂き、次に地区研修リーダーの中谷パストガバナーから「地区チームの

役割と責任」の説明を受けました。 



UTSUNOMIYA SOUTH ROTARY CLUB 

 

 

 

 

地区チーム研修セミナーの目的、メンバー、責務についてですが、資料をご覧ください。 

〇目的 

（１）次期ガバナー補佐及び次期地区委員が就任に備える 

（２）地区ガバナーエレクトが地区指導者チームを築き、クラブを支援するようチームの意欲を高める機

会を提供する 

〇チームメンバー 

（１）次期ガバナー補佐 

（２）次期地区委員長及び地区委員 

（３）ガバナーエレクトにより任命されたロータリアン 

〇地区委員会 

責務：クラブ・地区指導者との協力の下、財務・会員増強・広報等特定のクラブ及び地区機能の支援 

 限られた時間の中、オンラインで開催された研修セミナーであったため、新任委員長の私にとっては、

内容を理解することが非常に困難であり、今後の委員会活動をどう進めるか迷い、戸惑っているところ

です。 

２０２１－２２年度の地区組織図をお配りしたのでご覧ください。 

宇都宮南ＲＣの地区委員は下記のとおりです。 

 職業奉仕部門  職業奉仕委員会 委員 田中会員 

 クラブ奉仕部門 ロータリー情報委員会 委員 関口会員 

 青少年奉仕部門 ＲＹＬＡ委員会 委員 長谷川会員 

 青少年奉仕部門 インターアクト委員会委員長 藤島会員 

 青少年奉仕部門 インターアクト委員会 委員 磯貝会員 

 ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）委員会 ＤＬ委員 関口会員 

ロータリーリーダーシップ研究会（ＲＬＩ）委員会 ＤＬ委員 岩本会員 

次は、２０２１－２２年度の地区インターアクト委員会の計画を報告するので、資料をご覧ください。 

※資料参照 

 この委員会計画は、３月２８日開催されたＰＥＴＳの資料として地区に提出したものですが、新型コロ

ナ感染症の影響で、前年度の途中から今年度まで、委員会活動の中心ともいえる国際理解を深めるための

交流活動が中止になり、今後も活動の見通しが立っていない状況です。 

 人が直接集まって対面での会議ができないためセミナー等はオンラインでの開催となり、参加者は責任

者等の限られた人のため、情報等が全員に伝わりにくくなっております。 

このままでは活動の衰退化が進み、各高校のインターアクターの減少につながり、大切な青少年育成の

プログラムが失われかねないと危惧しております。 

そのためには、まずクラブのインターアクト委員会に協力してもらい、地区インターアクト委員会の活

性化を目指していきたいと考えております。クラブはじめ、会員皆様のご協力をよろしくお願い致します。 

 

インターアクト委員会  委員長：藤島 拓（宇都宮南） 

  

インターアクトクラブとは International Action（国際的活動）を意味し、年齢１２～１８歳まで

の青少年または高校生のために、ロータリークラブが提唱する奉仕クラブで、楽しく意義のある奉仕プ

ロジェクトに参加する機会を青少年に与えるものです。 
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現在、世界で１万５千弱のクラブがあり、３５６，０８６人のインターアクターが、そして、当地区

では、１８のクラブがあり、およそ７００名（２０１９．１月現在）のインターアクターが積極的に活

動しており、日本の３４地区内では指折りの大きな組織となっております。 

インターアクトクラブは独自の定款細則を持ち、高校を基盤に結成される場合は、学校の課外活動の

規則に従い、学校当局の協力の元に提唱ロータリークラブが指導監督する事となっております。クラブ

毎に独自の活発的な活動が展開されることを期待申し上げます。 

 

  インターアクト委員会では、次の点を重点項目として活動していきたいと思います。 

1.各グループに１つ以上のインターアクトクラブを提唱していただきたい。 

現在は下表のとおり、インターアクトクラブのないグループがいくつかあります。青少年奉仕の機会

を多くの会員に得ていただく為、グループまたはクラブでのインターアクトクラブ設立にチャレンジい

ただきたいと思います。 

2.青少年奉仕委員会内相互の連携 

   コミュニケーションを図ること、すなわち青少年奉仕部門各委員会が連携を深め、共同でプログラム

を実施することにより、さらに意義ある活動と協力になると思います。 

近年の主な事業としては、海外研修、インターアクト年次大会、足尾の植樹体験等を行っております。

各クラブ委員会の皆様のご協力を頂きながら、インターアクトクラブの更なる活性化に努めて参ります。 

3.国際ロータリー第３４７０地区インターアクトクラブとの相互交流 

   2019‐20、2020－21 の 2 年連続で新型コロナの影響を受け交流が中止となりましたが、それ以前は

毎年２月頃に第３４７０地区・第３４６１地区・第３４９０地区よりインターアクター、学生の引率と

して国際ロータリー第３４７０地区ガバナーはじめロータリアンが来日し、交流活動と奉仕活動を行

っております。 

   また、当地区からインターアクターと顧問教諭、ロータリアンが４日間の日程で台湾を訪問し交流活

動と奉仕活動を行ってまいりました。 

2021－22 年度は新型コロナの感染拡大が収束し、今までと同様にインターアクターにより多くの奉

仕と、親睦、そして国際交流の機会を提供できることを願って活動を進めて参りますので、関係する全

ての方々のご協力をよろしくお願い致します。 

 

地区チームの役割と責務 地区研修リーダー 中谷研一（足利東） 

 

Ⅰ.地区チーム研修セミナー 

【目 的】 

⑴  次期ガバナー補佐及び次期地区委員が就任に備える。 

⑵  地区ガバナーエレクトが地区指導者チームを築き、クラブを支援するようチームの意欲を高める 

         機会を提供する。  

【地区チームメンバー】 

(1)次期ガバナー補佐  (2) 次期地区委員長及び地区委員   

(3)ガバナーエレクトにより任命されたロータリアン 

１．ガバナー補佐の役割と責務 

【役 割】クラブと地区をつなぐサポート役。クラブリーダーとの関係構築によりロータリーの強化 

(1) リーダーシップの継続性を図る ⑵ 次年度クラブ会長を鼓舞 ⑶ クラブへ最大限の支援 

【責 務】 

⑴  ガバナーエレクト支援：地区目標設定 

⑵  クラブの定期的訪問支援：目標設定と達成、ガバナー公式訪問調整、クラブ訪問（年 4回以上）等 
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⑶  クラブと地区の連携：クラブ委員会と地区委員会をつなぐ 

⑷  クラブリーダーへの助言と指導：クラブの現状評価、成功に向けた方策 

⑸  クラブの関与を奨励：ガバナー、地区活動及び地区委員会との連携 

⑹  ガバナーとの連携：各クラブの目標に向けた進捗状況等 

⑺  最新情報の把握：RI、ガバナー、地区委員会等 

 ⑻ ロータリー財団プログラムや行事、募金活動への参加 

２．地区委員会  

【責 務】クラブ・地区指導者との協力の下、財務・会員増強・広報等特定のクラブ及び地区機能の支援 

⑴  クラブ：「戦略計画」策定の指導と支援 

⑵  地区目標の設定：ガバナーエレクトとの連携、地区管理運営、クラブ運営活動支援 

⑶  地区指導者：クラブ目標及び地区目標を達成するための方策立案 

⑷  地区研修会・地区大会の推進と参加 

   ⑸ 委員会の中心的活動：RI、ガバナーおよび地区からの情報伝達を担当 

３．重要な関係：地域リーダー（地域コーディネーター）：連携協力による地区活動の成功のため、 

   地域リーダーより直接支援を受ける。 

①  ロータリー財団地域コーディネーター（RRFC）、同補佐 

②  ロータリーコーディネーター（RC）、同補佐 

③  ロータリー公共イメージコーディネーター（RPIC）、同補佐 

④  恒久基金/大口寄付アドバイザー（E/MGA） 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1891 回 

5 月 19 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

環境省日光国立公園 

吉川美紀様 

ホテルニューイタヤ 

第 1892 回 

5 月 26 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

栃木県国際交流協会 

田島亮子様 

ホテルニューイタヤ 

 

出席報告    岩本 一男 委員長 

 

 会員数   53名  前々回 4月 14日 

出席数   26名   訂正率  

欠席数    27名      61.70％ 

出席率  56.52％ 

 

例会予定 

5 月 5 日(水)  法定休日 

第 1890 回  5 月 12 日(水) 

理事会・委員会報告 

中野智之会長 

高崎 RC について 


