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2020-2021 年度 第 1894 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「われらの生業」 

 

    ビジター紹介             枝野 修一 親睦・家族委員長 

 

§ 中野謙作様(一般社団法人 栃木県若年者支援機構 理事長・卓話者) 

 

    会長の時間             中野 智之 会長 

 

  皆さんこんにちは。本日は栃木県若年者支援機構理事長、中野様をお迎えして、卓話をお願いしてお

ります。私と同じ姓と言う事で、親近感を覚えています。 

私達、宇都宮南ロータリークラブも、現在、こども食堂支援の取り組みが始まりました。参考にさせ

ていただきたく存じますよろしくお願いします。 

先日 6月 6日に高崎ロータリークラブとの友好クラブ締結に私、長谷川幹事、関口次年度会長、佐々

木次年度幹事と共に行って参りました。 

今年度に限らず、末永く、友好関係を築き、奉仕活動に繋げて行きたいと考えています。 

 

 幹事報告              長谷川 博夫 幹事 

 

   § 高崎ロータリークラブ友好クラブ締結の手続きをして参りました。（締結証披露） 

   § セブ島こども支援 10万円寄付の件(回覧) 

 

    次年度幹事報告           佐々木 隆 次年度幹事 

 

   § 次年度理事役員・組織表・配置図を配布致しました。ご確認ください。 

 

 

 

6 月 第 2 例会          

2021 年 6 月 9 日(水)       会員数 54 名 出席 35 名 

名 
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     6 月のお祝い事           磯貝 太 委員長 

 

   入会記念  藤島 拓会員・菊地 功会員・嶋田辰雄会員・猪瀬龍之介会員 

   会員誕生  関 享一会員・磯貝 太会員・関 昌也会員 

   夫人誕生  小塚照夫会員・塩田 潔会員・嶋田辰雄会員・酒澤伸二会員 

   創立記念  藤井康夫会員・岩本一男会員 

   結婚記念  鈴木秀明会員・関 享一会員・磯貝 太会員・臺 容之会員 

 

    ロータリーの友紹介         鈴木 秀明 委員長 

  

 ＊ 6月はロータリー親睦活動月間です 

ＲＩ会長メッセージ ； 今年度を振り返っての総括的なメッセージです。ロータリーには変化が必要と話し

ておられましたが、このコロナ禍の中、世界中のロータリーがオンライン例会形式を取り入れたことは画期的

です。次年度に向けても更に「機会の扉を開く」ことに努めてもらいたいと希望しています。 

特集 私たちの自然の中で ； 今後ＲＩが取り組むべき重要分野は「環境」です。そのキーワードを７つの

分野で説明しています。リサイクル・ソーラーライト・水の迂回路・水の保全・持続可能な農業・エコストー

ブ・クリーンエネルギーです。まこれらの分野はグローバル補助金の対象にも加わりました。 

特集 台湾 近いうちにきっと会える ； 今年 6月に台湾で開催される予定だった世界大会は、バーチャル

での開催となってしまいましたが、また機会があれば台湾を訪れ、台湾を満喫してみては如何でしょうか。 

侃侃諤諤 ； 「新型コロナ体験 得たこと 失ったこと」というタイトルで 9RCからのご意見です。いろい

ろな観点からコロナ禍を語っています。 

世界中のロータリープロジェクト ； イギリスはサンタさん募金、ナミビアは教育の機会提供・読書の薦め、

ブータンは学校への飲み水確保のための浄水器の普及、アメリカは子供の人身売買対策、バルバトスは植栽の

話題です。 

よねやまだより ； マレーシアの米山留学生からのお便りです。ジョホールバル（シンガポールの真向かい）

に「盆踊り大会」があるんですね。 

地区大会略報Ⅳ ； 福島、東京、近畿２地区からの地区大会の報告です。 

連載コミック ポール・ハリスとロータリー ； 奉仕の在り方について徹底した議論が尽くされています。

考えさせられます。今回で終了です。 

…………………………………………………………………………………………… 

ＳＰＥＥＣＨ ； 「悠久の庄内海岸林」（樹木医・松保護士 梅津勘一氏） 

私も仕事で酒田には行きますが、庄内海岸林を守るためにこれほど苦労されていることを知りました。ところ

で、この方は宇都宮大学農学部出身です。 

この人訪ねて ； 中島仁実氏（釧路北 RC）アイスホッケー一筋の人生の経験談です。日光アイスバックスに

も所属されていたそうです。 

友愛の広場 ； ７RC 会員からのお便りです。P60米子東 RC 上森氏のお便りで皆生（かいけ）温泉が出てい

ます。海岸沿いの素晴らしい温泉です。P59高松東 RC坂井氏の「社会奉仕の精神」は心打たれました。 

ﾛｰﾀﾘｰｱｯﾄﾜｰｸ写真・文章編 ； 20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。P54

白河西 RC／深谷ノース RCの渋沢栄一がつなぐ縁に興味を持ちました。 

 今回は 2550地区からの報告は有りませんでした。＜残念＞ 
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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  6月 6日高崎ロータリークラブとの友好クラブ締結が整いました。会員の皆さんにご

理解、ご協力いただきありがとうございました。 

§仲田俊夫会員  中野様本日の卓話、よろしくお願いします！ 

§平澤照隆会員  中野様卓話、よろしくお願いします。 

§塩田 潔会員  本日は、中野様の卓話を楽しみにしております。又、今日は妻の誕生日で、素晴らし

いランの花が届きました。ありがとうございました。 

§鈴木秀明会員  中野さんのお話、期待しています。 

§高久和男会員  中野謙作様、本日の卓話、よろしくお願いします。(社会開発委員長) 

§岩本一男会員  今日は暑いです。今日の卓話の中野様楽しみにしております。 

§酒澤伸二会員  中野様、本日の卓話、どうぞよろしくお願い致します。 

§村上芳弘会員  昨日、パスト会長会議はすごく良かったです。しばらくぶりにロータリー活性化を感

じました。 

§佐々木隆会員  パスト会長会ありがとうございました。貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。 

§藤島 拓会員  中野会長、長谷川幹事、パスト会長会お疲れ様でした。 

§川又俊二会員  情報委員会です。出席の方、よろしくお願いします。 

§笠原正人会員  だいぶ暑くなって来ました。心は寒冷前線まっただ中です。 

§若月章男会員  梅雨入り前というのに暑い日が続いています。熱中症にも充分気を付けましょう。 

§関 享一会員  オリンピックはどうなることやら本当に困ったものです。しばらくぶりに皆様とお会

いすることができ、本当にありがとうございます。皆様もコロナに負けないように頑

張って行きましょう。 

§若林博純会員  ワクチンの集団接種枠があいているようなので、病院予約をキャンセルして申し込み

ました。何と来週の金曜日に予約できました。64歳以下の人にもまもなくクーポンを

送ると伝えていました。集団接種にするとかなり早くできますよ！！ 

§坂本昭一会員  今週は暑い日が続きそうです。熱中症には注意しましょう。 

§藤井康夫会員  坂本さんのオーラが見えました。スマイルします。 

§荻原英美会員  1．やっと社会福祉法人の数社の決算が終了しました。障害施設、学園、特養、保育園

等はコロナ禍の影響は少なかったが、デイサービスは押し述べて赤字でした。 

         2. コロナ禍は株式評価移動のチャンスです。又、役員報酬の改訂も考慮に入れてお

きましょう。 

§小保方明美会員 暑くなってきました。皆様、どうぞお体を大切になさってください。水分を沢山摂っ

てください。 

§臺 容之会員  暑くなってきました。指をケガしてしまいましたが、頑張ってゆこうと思います。 

§嶋田辰雄会員  先日、妻の誕生日にきれいな花をいただきありがとうございます。 

§黒崎丈博会員  気温が暑くなってきました。皆様、水分をしっかり摂りましょう。水分は大切です。

多くのスマイル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   23 名 金額  28,000 円  
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     招待卓話               

 

一般社団法人 栃木県若年者支援機構 理事長 中野謙作様 

 

「子ども食堂について」 

 

   子どもたちに学ぶ機会を 若者たちに働く機会を 

    子どもや若者の支援を続けて 20年を超えました。 

不登校、ひきこもり、いじめ、そしてニートなど子どもや若者を取り巻く学校や社会の環境は 20 年前と

ほぼ変わっていません。近年では子どもの貧困がクローズアップされ、国も生活困窮者支援に舵を切りま

した。 

 フリースクール、居場所、フリースペース、就労訓練、就労体験と困難を抱える子どもや若者の求める

ものを作り続け、総合的に入り口である相談から出口の就労等の自立までを一貫して支援できるよう、一

般社団法人栃木県若年者支援機構が設立されました。7 年目を迎え、国や県、市からの委託事業と行政に

はできない自主事業を組み合わせ、自立に向けた道のりを多方面から支援できる体制を整えることができ

ました。子ども達一人ひとりの自ら望む学びを支援できるよう、様々な学びのスタイルが用意されていま

す。若者一人ひとりが自分に合った働き方でさまざまな仕事を体験し自信をつけて一歩を踏み出せるよう

多種多様な現場が用意できました。企業や地域の皆さまのご理解とご協力をいただきながら、共に彼らを

育て応援していく。 

    子どもたちに学ぶ機会を、そして若者たちに働く機会と環境を与えることで今度は彼らが街や人の応援

団となって社会を支える大きなちからになる。・・・私たちはそう信じています。 

    これからも様々な困難に立ち向かう子どもや若者を応援してまいります。栃木県若年者支援機構をよろ

しくお願いします。 

 

子ども・若者を応援する学習塾 ＡＮＤＡＮＴＥ  

発達障がいは、人口に占める割合が高くなっており、学習における格差が表面化してきています。発達

障がいや不登校などの特別な配慮が必要な子どもや若者に最も必要な支援は、学習支援です。１対１の完

全個別指導クラスだからできる、漢字・計算の基礎学習から学校の補習、定期試験及び受験、資格試験対

策まで、本人やご家族と相談しながら進めます。また、他の塾にはない、心理スタッフとの連携が特色で

あり、学校・ご家庭内での悩みを心理スタッフが相談に乗ります。是非とも体験学習への無料参加をお待

ちしております。 

 

全ての子どもたちに食べる・学ぶ・遊ぶ・安心をワンストップで届ける 

宇都宮市戸祭の空き家を活用して 2018 年にオープンした子どもの支援活動拠点「キッズハウス・いろ

どり」では、こども食堂・寺子屋・日本語教室・親と子どもの居場所の活動を曜日ごとに毎日行っていま

す。経済的な状況のみならず、人とのつながりや様々な悩みを抱える子ども・保護者にとっていつでも気

軽に利用できる場所となるように、スタッフやボランティアが笑顔でお待ちしています。全ての活動で手

作りの夕飯も一緒に食べられます。 

 

栃木県子ども若者・ひきこもり総合相談センタ― ポラリス★とちぎ 
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子育てについて悩んでしまったり、不登校やひきこもり状態にある子どもとどう向き合っていいかわか

らない、どこに相談したらいいかわからない……ここは、そんな方々のための専門の相談窓口です。また、

同じような悩みをもつ親や家族の話を聞き、子どもとの向き合い方や対応の仕方を学ぶセミナーも開催し

ています。相談者のプライバシーに配慮し、専門のスタッフがていねいに対応いたします。安心してご相

談ください。 

 

こども寺子屋（小学生～中学生 3年生） 

経済的な理由により塾に通うことができない子ども、いじめや家庭の事情により学校に通えない子ども

のための無料の学習支援教室です。ボランティアの先生と一緒に宿題やわからないところを勉強します。

少人数制です。宇都宮・鹿沼・高根沢・那須烏山・足利・さくら市に教室があります。 

 

生活困窮者家庭対象の学習支援教室 

平成 27年 4月から全国一斉に始 まった生活困窮者自立支援制度の中にある学習支援事業です。この事

業は生活困窮世帯の子どもへの学習支援を行うことで学習習慣の定着や弱点科目の克服など を経て高校

へ進学することを目標の一つにおいています。栃木県は平成 27 年度、全国で唯一、25 市町すべてがこの

学習支援事業を実施し、その中で宇都宮市、栃木県南地区および茨城県結城市の学習支援事業を受託、運

営し 200名強の小中高生に学習支援を実施しています。 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

日 付 時 間 プログラム 例会場 

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 

    

 

出席報告     小保方明美 委員 

 

 会員数   54名  前々回 5月 26日 

出席数   35名   訂正率  

欠席数    19名      65.12％ 

出席率  72.92％ 

 

例会予定 

 

第 1895 回  6 月 16 日(水) 

クラブアッセンブリー 

本年度事業報告 各委員長 


