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2022-2023 年度 第 1961 回例会 

宇都宮南ロータリークラブ会報 
会長：平澤照隆 幹事：青木克浩 広報委員会リーダー：若月章男 

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                澤村 彬男 会場監督（S.A.A） 

 

§ ロータリーソング「奉仕の理想」   

 

    会長挨拶                平澤 照隆 会長 

    

     皆様、こんにちは。 

本日は皆さんの席にお配りしてある「仏教文化講演会の案内チラシ」の説明をさせて頂きます。来月

の 12月 8日は仏教を開いたお釈迦様の「成道会」お悟りになられた日です。 

お釈迦様は今から約 2500 年前、北インドに位置するネパールの南部タライ平原に有る小さな村「ル

ンビニ」でお生まれになりました。 

生まれるとすぐ東西南北に七歩ずつ歩まれ、「天上天下・唯我独尊」と言われたそうです。この天上天

下・唯我独尊とは、ひとは誰でも仏になれるという智慧を表したものです。 

それから王国の王子であるお釈迦様は、なに不十ない生活を送っていたのですが、つねに「この世に

生まれた者は誰でも歳をとり老人になる。そして病気にもなりやがて死を迎える。人々は皆この苦しみ

から抜け出すことは出来ない。一体、本当の幸せとは何か」と悩み苦しんでいました。そして２９歳で

お城を抜け出して出家され、6年間に及ぶ苦行の末、35歳でお悟りを開かれました。尼蓮禅河のほとり

菩提樹の下にお座りになって、7日目 12月 8日の早朝、暁の明星が輝いた時、さまざまな迷いと不安が

静かに消え去り、ついに真理に目覚め、人生の根本的な悩みから解放されました。お城を出てから探し

求めていた、幸せになるための教えをついにお悟りになられたのです。 

この成道が得られなければ、多くの人々が救われることもなかったし、もちろん仏の教えも説かれな

かったわけです。 

宇都宮仏教会では毎年この成道を記念して、著名な講師を招き、仏教文化講演会を開いています。本

年はドイツ人のネルケ無方という先生です。ご興味のある方、お時間のある方は是非ともご来場くださ

いますようご案内申し上げます。 

本日の会員卓話は、地区インターアクト委員長の藤島 拓会員です。「インターアクトについて」お話

を頂きます。それでは藤島 会員、よろしくお願い致します。 

 

 

11 月 第 4 例会          

2022 年 11 月 30 日(水)      会員数 55 名 出席 31 名 

名 
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     幹事報告                青木 克浩 幹事 

    

§ 公益法人被害者支援センターに市内 10クラブでの寄付に対し、感謝状が贈られ当クラブ村上芳弘会員 

が代表して授与致しました。 

   § 12月 7日(水)例会終了後、理事役員会を開催致します。 

 

    スマイルボックス委員会報告      嶋田 辰雄 委員長 

 

§平澤照隆会長  本日の卓話、藤島会員よろしくお願いします。 

§若林博純副会長 妻の誕生日のお花、ありがとうございました。 

§青木克浩幹事  藤島地区委員長の卓話よろしくお願い致します。 

§塩田 潔会員  NPO 大谷石研究会の代表を務めている塩田です。南 RC のスマイル資金をいただきま

して、写真集「大谷石、未来へ」の資金とさせていただきました。お陰様で刊行しま

したので、皆様に 1冊ずつ贈呈致します。よろしくお願い致します。 

§藤島 拓会員  インターアクトクラブ「南風俱楽部」へのご支援をよろしくお願い致します。 

         妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございます。齋藤会員に届けてもらいました。

ありがとうございます。 

§村上芳弘会員  宇都宮南 RC の大切なインターアクトクラブの地区役員の藤島さん、磯貝さんの委員

長としての活躍に感謝しています。 

§田中正夫会員  藤島さんの卓話、楽しみです。 

§坂本昭一会員  藤島様の卓話、楽しみにしております。 

§小保方明美会員 今日は大分暖かいですね。でも今夜から冬本番がやって来るそうです。皆様、油断せ

ずにお過ごしください。藤島さん卓話よろしくお願い致します。 

§猪瀬龍之介会員 藤島会員、本日の卓話よろしくお願い致します。改めて健康が第一であると思う今日

この頃です。 

§小松和美会員  藤島さん本日の卓話よろしくお願い致します！ 

§大島久美子会員 本日、藤島さん卓話よろしくお願い致します。 

§笠原正人会員  錦秋の奈良と京都に行って来ました。特に室生寺の屋根と赤のもみじのコントラスト

はすごかったです。今月には妻の誕生日に齋藤会員自らきれいな花を届けてくれてあ

りがとうございました。 

§田村一夫会員  欠席が多くてすみません！！コロナが早く治まってくれれば良いのですが。。。人里離

れた里山で孤独な生活をしている老人より。 

§関 享一会員  先日は立派なお花をありがとうございました。来月は今年最後の月になります。12月

も頑張って行こうと思います。 

§中野智之会員  今日も元気にスマイルします。 

§長谷川博夫会員 今年も残り 1ヶ月、早いですね。 

§嶋田辰雄会員  今月もたくさんのスマイルありがとうございます。 

§五十畑嘉会員  先日、家族で鎌倉に行って来ました。駐車場に車を停め、寺社巡りや買い物をしなが

ら 1日中歩いたら 2万歩に届いていました。紅葉を見ることもでき、良い 1日になり

ました。 
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§澤村彬男会員  本日も元気にスマイルします！ 

§菊地よし子会員 今日も元気にスマイルします。 

 

目的指定スマイル 若月章男会員 10,000円 インターアクトクラブへ 

         藤島地区委員長頑張ってください。 

          

      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   22 名 金額  45,000 円  

 

    写真集発刊報告            塩田 潔 会員 

    

§ NPO大谷石研究会 写真集「大谷石、未来へ」を 

レターボックスに配布致しました。 

スマイルより資金提供していただき、 

刊行することができました。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

   会員卓話 

    

    第 2550 地区 インターアクト委員会 

    藤島 拓 委員長 

     

    「地区インターアクト委員会について」地区 IA委員長 藤島 拓 

皆様、こんにちは、地区インターアクト（以降 IA）委員長の藤島です。 

本日は、地区 IA 委員会の活動報告と活動へのご協力（助成金、スマイルなど）のお願いをさせ

て頂きますので、よろしくお願い申し上げます。 

まずは、委員会の組織についてですが、現況報告書の最終ページに、地区の組織図があります。 

佐貫ガバナーの下に、７つの部門があり、その中の青少年奉仕部門の一つの小委員会が「IA 委員

会」です。 

青少年奉仕部門は、カウンセラーが「川嶋幸雄パストガバナー（栃木 RC）」で、青少年奉仕委員長

が「二十二 修（宇都宮北 RC）」委員長です。 

また、その下にある青少年交換委員会は「岩崎正日登（宇都宮陽北 RC）」委員長で、RYLA委員会は

「藤田克彦（宇都宮北 RC）」委員長で、IA委員会が私「藤島拓（宇都宮南 RC）」が委員長です。 

委員会メンバーは、宇都宮北 RC の田村晃副委員長、足利東 RC の平塚建二委員、宇都宮東 RC の清

水秀修委員、宇都宮南 RC の磯貝太委員、宇都宮 RC の永井宏樹委員、宇都宮 RC の小島委員、に私を

入れた 7人で活動しております。 

毎月 1回、ベルヴィ宇都宮のガバナー事務所内会議室で委員会等を実施しております。 
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当地区の青少年奉仕委員会の目的等については、二十二青少年奉仕委員長が前年度のガバナー月信

５月号で下記の様に述べておりますので、ご紹介いたします。 

「５月は若い人々の育成を支援する全てのロータリープログラムに焦点を当てる「青少年奉仕月間」

です。全てのロータリアンの責任は、年齢 30 歳までの若い人々の多様なニーズを認識し、よりよき

未来を実現するために若い人々のリーダーシップスキルを高めることによって、若い人々に将来の準

備をする機会を提供することです。 

当地区の青少年奉仕委員会は、指導力養成活動として RYLAセミナーを毎年開催する RYLA委員会、国

際理解と奉仕を通じてグローバルな未来人を育成するインターアクト委員会、一年間の海外ホームス

テイを通して世界平和と異文化の理解を深め世界市民としての自覚を養う機会を与える青少年交換

委員会、これらの 3つの委員会で構成されています。 

これら全ての青少年奉仕各部門プログラムの目的は「将来、地域社会および世界のリーダーとなる青

少年を育成する」ことにあります。委員会としましては、各クラブのこの目的に向けての積極的活動

をご支援して参りたいと思います。 

また、これら３つのプログラムは、全て RIの常設プログラムであり、その枠組みと指針は RI理事会

より示されております。先般の RI理事会にて、青少年交換に準ずる国際プログラムを 2022年 7月 1

日より再開する決定がなされました。 

２年間国際プログラムが中止となり、国内プログラムも制限されている現在、明るいニュースと喜ん

でおります。次年度の青少年奉仕活動が活発に行われることをご期待申し上げます。 

『未来のリーダーを育む』ことは、現在の地域のリーダーである皆様の責務でもあります。 

 是非、この夢のような意義あるプログラムを楽しんでいただきたいと思います。」 

 

当地区のインターアクトクラブ（以降 IAC）は 18 のクラブが提唱（提唱クラブ数は 16 クラブ）、 

されていて、およそ 700 名のインターアクターが積極的に活動しており、日本国内の 34 地区内では

大きな組織となっております。※IAC概要参照 

 

次に、地区 IA委員会の具体的な活動について、ご報告致します。 

主な事業の一つ目は、毎年 8月に開催している「年次大会」です。これは、ロータリーの「地区大

会」にあたります。 

今年度は、8月 12日に宇都宮文星なでしこ IAC（会場：宇都宮文星女子高校）のホストにより第 26

回 IA年次大会を実施致しました。 

宇都宮南 RCからは「磯貝地区委員」と「横尾 IA委員」に現地での参加をしていただきました。 

年に 1回、地区代表校（ホスト校）において、地区内のインターアクターが一堂に集まり、各々の

活動状況を発表し、討議し、各 IAC相互の活動情報の交換を行い、これを基盤として今後さらに活動

を活発化し、会員間の理解と協力の精神を養うと同時に、次世代を担うものとしての責任を十分自覚

して、IAの目的を遂行し目標に向かって推進させていく事を目的として、実施しております。 

今年の 8月を入れ、過去 3年間はコロナの感染拡大により、オンラインでの開催となりました。 

ホストの IAC（高校）及び提唱クラブ等関係者のご尽力により、中止することなく開催できたこと

に、あらためて感謝するとともに、高校生から学んだ事は、コロナ感染対策等の制限により出来ない

ことを悔やむより、リスク管理をしながら、どうすれば出来るかを考え、未来に向かって努力する事

の大切さと、高校生の自分の夢の実現を目指し、諦めない無限の力の素晴らしさを実感致しました。 
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二つ目の事業は、「地区大会本会議への参加」です。これも毎年、地区内全ての IAC で参加して、

ロータリアンの前で活動報告等をしていたのですが、コロナの影響で 3 年間中止されておりました。 

今年度は、12月 11日開催予定の地区大会本会議において、久しぶりに地区内全ての IACの代表に

よる、自己紹介等をやらせていただく予定になっておりますので、よろしくお願い致します。 

三つ目の事業は、「海外研修事業」です。2018‐19年度は台湾研修を実施しましたが、2019‐20年

度からの 3年間は、コロナ感染拡大で中止になっていました。 

※2018‐19年度の台湾研修報告書を回覧したので、ご覧ください。 

今年度の海外研修等の再開が RI理事会で決定されたので、来年・2023年 3月 26日から 29日まで

の 3泊 4日の日程で、台湾への海外研修事業を計画し、各提唱ロータリークラブに対して、参加者へ

の助成金のお願いをさせていただきましたので、宇都宮南 RC においても、助成金へのご理解とご協

力をお願い申し上げます。※詳細は、本日お配りした「地区 IA 海外研修事業に対する助成金のお願

い」をご覧ください。 

主な事業はこの三つですが、これ以外には、年 2回（11月と 6月頃）地区内 IAC（高校）及び提唱

クラブと、地区 IA委員会の情報交換と活動活性化を目的とした「合同会議」を実施しています。 

また、毎年 4月下旬に NPO法人「足尾に緑を育てる会」主催の植樹事業に、各 IAC（高校）及び提

唱クラブと共に参加しております。 

次は、宇都宮南 RCが提唱した、宇都宮南高校 IAC「南風倶楽部」についてです。 

創立は、2013年 10月 23日です。来年 10月には創立 10周年を迎えます。 

地区内 15番目の IACとして認証され、2013年 12月 14日（土）には、振替例会として宇都宮南高

校に於いて「南風倶楽部認証状伝達式」が行われました。 

設立当時は２５名のインターアクト部員でスタートして、毎年、部員が増え一時は 100名近い部員

が所属していましたが、2020 年 2 月以降のコロナ感染拡大影響で活動が制限されてきたため、現在

では、部員が数名に減ってしまったと聞いております。 

このままでは「南風倶楽部」の存続が難しい状況に陥っているのではないかと心配しております。 

2013年 12月 4日の例会でのクラブフォーラム「インターアクト設立総会打合せ」において、設立

総会実行委員長の関亨一会員が「宇都宮南 RC も 32 年の歳月が経ちました。その 32 年間、クラブ奉

仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕・新世代奉仕の、5大奉仕活動を対外的に、何かアピールが出来

ないかと考える事で 32 年間の歳月が経ってしまいました。何か後世に残る奉仕活動と思い、会員の

皆様方の「誠意ある熱い心」と「強い力とその奮い立つ気力」を持ち、「全員参加で率先して」達成で

きる目標とも言うべき、インターアクト設立委員会が立ち上がりました。 

我がクラブは、創立以来の念願でもありました「新世代プロジェクト」を模索して参りましたが、こ

の度、地域性を鑑み宇都宮南高等学校をパートナーに迎え、当クラブが提唱クラブとして、国際ロー

タリー第 2550 地区 15 番目となるインターアクトクラブ設立に向け準備を進めて参りましたが、今

般、国際ロータリーより加盟承認状が受理されました。」と設立の苦労と、設立に向けて取り組んだ

熱い思いと、関係者への感謝の気持ちを語っております。 

 

    最後になりますが、宇都宮南 RCの長年の念願で設立した大切なインターアクトクラブです。 

 今後も、宇都宮南高校 IAC「南風俱楽部」が存続し、活動が活発化できるようなご支援を、宇都宮

南 RC会員の皆様にお願い申し上げます。 
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◆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。 

   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

と言う事だと思います。 次年度の地区委員推薦は、どの様に対応したのか、教えて下さい。 

 

ＲＩＤ２５５０ インターアクトクラブ概要（２０２２.３月現在） 

学校名 提唱クラブ 設立 グループ 

黒磯高等学校 黒磯 ２００４. ４.３０ 第１ 

矢板高等学校 矢板 ２０１３. ５.１８ 第２ 

第２ 文星芸術大学付属高校 宇都宮 １９６８. ７.１９ 第３Ａ 

宇都宮女子高等学校 宇都宮 ２０１２.１０.３０ 第３Ａ 

宇都宮短大附属高校 宇都宮西 １９７４. ６.２９ 第３Ａ 

宇都宮文星女子高校 宇都宮北 ２００７. ６. ８ 第３Ａ 

作新学院高等学校 宇都宮９０  ２００８. ５.１７ 第３Ａ 

宇都宮商業高等学校 宇都宮東 ２０１７. ６.２６ 第３Ｂ 

宇都宮南高等学校 宇都宮南 ２０１３.１０．２３ 第３Ｂ 

国学院大学栃木高校 栃木 １９９４. ６. ３ 第６ 

 栃木工業高等学校 栃木西 １９９８. ２.２４ 第６ 

鹿沼南高等学校 鹿沼東 ２０１９．２．２７ 第７ 

白鴎大学足利高校 足利東 １９６６. １.２９ 第８    

足利短大附属高校 足利 １９９３.１０. １ 第８ 

足利高等学校 足利 １９９６. ４. １ 第８ 

 足利大学附属高等学校 足利東 ２００３. ７.２２ 第８ 

 青藍泰斗高等学校 葛生 ２００３. ２. ５ 第９ 

佐野日本大学高校 佐野 ２０１５. ９.１５ 第９ 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出席報告    笠原 正人 委員長 

 

     会員数   55 名   

出席数   31 名    

欠席数    24 名    

   

 

例会予定  

第 1962 回  12 月 7 日(水) 

年次総会 

会員卓話 

高久和男 国際奉仕委員長 

「国際奉仕について」 



utsunomiya south rotary club 

 

 

 

 

 

    プログラム     

 

 

日付 時間 プログラム 例会場 

第 1963 回 

12 月 11 日(日) 
8：30～16：50 

第 2550 地区 地区大会 

本会議 
ライトキューブ宇都宮 

12 月 14 日(水)  
振替休会 

12 月 17 日(土)クリスマス会 
 

第 1964 回 

12 月 17 日(土) 
18：30～20：30 

夜間例会 

クリスマス会 
ホテルニューイタヤ 

第 1965 回 

12 月 21 日(水) 
12：30～13：30 

招待卓話 

(株)キッズコーポレーション 

代表取締役 大塚雅一様 

ホテルニューイタヤ 

12 月 26 日(水)  特別休会  

 


