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2017 年９月５日（晴れ）第９回例会

会員数 119 名
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田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 吉田会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチメニュー
ちらし寿司 小付 汁 デザート

ビジター紹介
◇卓話講師

五味渕会長エレクト

宇都宮市長 佐藤栄一様（名誉会員）
随
行 川島優太様

会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。昨夜は地区大会の実行委
員会が開催され、私も出席させていただきました。
いよいよ地区大会も後１カ月余りで、だいぶ準備
の方も煮詰まってきていると思います。太城ガバ
ナーを盛り立てて良い地区大会が出来るように、
皆様と一緒に頑張って行きたいと思います。宜し
くお願いいたします。
ガバナー挨拶

ＲＩ第 2550 地区ガバナー 太城 敏之 様
皆さん、こんにちは。７月にガバナーを拝命
し ま し て、 公 式 訪 問 を 23 カ 所 回 っ て 参 り ま し
た。小さいクラブは８人位のところもありまし
た。今のところ足利、佐野、今市、栃木、小山
と南を主体に回って参りました。これから、北
や中央を回る予定です。今日は市長の卓話もご
ざいますので、詳しい話は後程いたします。ま
た、皆様の協力を得まして、第１回ゴルフ選手
権を成功裏に終わらせていただきました。28 ク
ラブから 130 名近くの参加があり、盛大に行われ
ました。感謝申し上げます。10 月の地区大会も
成功を収めたいと思いますので、皆様のご協力
をお願い申し上げます。

列席 97 名

出席率 89.81%

◇（Ｒ）米山記念奨学会より表彰
＜米山功労者＞
メジャードナー 宮下 浩会員（ 22 回目）
※感謝状と 100 万円毎に送られる記念品のピ
ンバッチを贈呈
新会員紹介
氏
名 橋本
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年
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事業所名 プルデンシャル生命保険 ( 株 )
宇都宮支社 第４営業所
役
職 営業所長
職業分類 保険
所 在 地 〒 321-0953 宇都宮市東宿郷 4-1-11
大塚宇都宮ビル２Ｆ
電話番号 028-610-5242
ＦＡＸ番号 028-635-7551
推 薦 者 倉井
章会員、渡邊 和裕会員
※紹介者 渡邊（和）会員
氏
名
年
齢
事業所名
役
職
職業分類
所 在 地
電話番号
ＦＡＸ番号
推 薦 者

伊藤 繁幸（いとう しげゆき）
48 歳
㈱ケーアイ
代表取締役
事務用品販売
〒 321-0164 宇都宮市双葉 1-1-1
028-615-1611
028-615-1612
稲見 京二会員、旭
英幸会員
※紹介者 稲見会員

幹事報告

    

卓

片嶋幹事

◇ロータリーレート ９月は１ドル 109 円。
◇トロント国際大会開催のご案内
2018 年６月 20 日～ 26 日開催。参加希望者は
幹事か事務局に連絡を。 ※締切り９月 15 日
◇現況報告書の訂正について
後程、正誤表を配付。お気づきの点は幹事迄

話

「宇都宮のまちづくり」
宇都宮市長 佐藤栄一様（名誉会員）



委員会報告
◇公式訪問随行委員より 小林（正）地区副幹事
９月分の随行予定表を掲示版に貼りました。
９月は各随行でチーフを指名し、その方に調整
を行っていただいています。何かありましたら
私までご連絡下さい。
◇青少年奉仕委員会
小林（正）委員長
８月 29 日に青少年交換学生の小石川里緒さ
んが、フランス 1730 地区アンティベスＲＣに
無事到着し、ロータリアンの皆様とお会いした
そうです。現在ホームスティをされているとの
ことです。

◇スマイルボックス委員会 渡邊（和）委員長
太城敏之ガバナー
ガバナー公式訪問が７月８月で 23 クラブ
を廻りました。同行して頂いた会員の皆様に
はお世話になり感謝申し上げます。残り 28
クラブを訪問しなくてはなりません。これか
らもよろしくお願い致します。
入江武地区幹事
公式訪問、順調に進んでおります。今後も
よろしくお願い致します。
若井 勲会員
８月 29 日日光カンツリーに於いて太城ガ
バナーの第１回 RI2550 地区ゴルフ選手権大
会が 28 クラブ 129 名にて盛大に行われました。
関係各位様、ありがとうございました。
会員増強委員会一同
先週、８月 29 日の会員増強夜間例会では、
延べ 47 名もの新会員エントリーを頂きまし
た。大変ありがとうございました。なお、一
層の会員増強に努めますので今後もご協力お
願い致します。

皆様、こんにちは。卓話にお招きいただきあり
がとうございます。本日は、「宇都宮のまちづく
り」について、特に強調させていただくこと、変
化があったことについてお話させていただきます。
宇都宮市そして地方自治体の大きな課題は、人口
減少と超高齢化社会です。宇都宮は約 52 万人で
すが、何もしなければ、2050 年には約 45 万人に
なります。また、高齢者人口ですが、約 56 年前
は９人で１人の高齢者を支えていましたが、今は
３人で１人を支えています。これも何の手も打た
なければ、2050 年には１人が１人を支えること
になります。そうならないために、人口 50 万人
を死守する、高齢者の健康寿命を延ばす、という
社会を作り、下で支える人達の負担を少しでも減
らそうというのが宇都宮の考え方です。
人口を増やすために、外から人が来ていただけ
ればと思います。企業を誘致すれば人がついてき
ますので、これからも企業を誘致していきたいと
思っています。また、人口が減り税収が減るとい
うことは都市の基盤が維持出来なくなる、管理が
不全になるということになります。大規模修繕が
出来ない、見た目が悪くなる、公共施設の老朽化
に合わせて、皆さんの家や土地、会社なども、価
値が低下し、評価が落ちてしまいます。そうなれ
ば、社会を維持していくことが難しくなります。
そうならないように、宇都宮の良さをどんどん外
にＰＲしていかなければなりません。宇都宮市
は中核市 48 市の中で商業は２位、工業は第７位、
農業は５位と比較的バランスが良く、全国と比較
しても大変力がある、ということが言えると思い
ます。財政力指数も３位です。また、民間企業が
つけているランキングですが、子育てに優しいま
ち２位、住みよさ度は５年連続１位、共働き子育
てしやすい街３位という評価をいただいています。
こういう魅力ある話が外に流れていきますと、引
越しや企業の進出などの時、どこが良いかという
俎上にのることが出来ます。50 万人の市民の皆
様にお話していただければ、宇都宮に人や企業を
呼び込んでくることが可能になって参ります。
宇都宮のまちづくりでは、柱を幾つか持ってお
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ります。その一つが、人や情報が行き交う、定住
人口だけでなく、交流人口として来て貰う、そう
いう街を作っていくことが必要になります。その
手立てを見ていただきたいと思います。
－ 映像観賞 －
ジャパンカップサイクロードレースは２日間
で 14 万人の方がお見えになります。世界№１の
ツール・ド・フランスにつぐレースです。３×
３、３人制バスケットですが、東京オリンピック
では正式種目としてはじまることになります。今
年、４万４千人の方がお見えになり、経済効果は
４億５千万円です。また、市内のイベントですが、
オリオンスクェアなどで、365 日のうち 340 日は
何かしらやっていただいている状況で、オリオン
通りの通行量も毎年増えています。さらに、栃木
県では、ＪＲ６社を中心に栃木デスティネーショ
ンキャンペーンを行っています。大変知事が苦労
されて誘致をしてきました。このキャンペーンを
なんとしても成功させたいと考えております。来
年が本番で再来年はアフターと３年間有効に使う
ことが出来るキャンペーンですので、民間の皆様
方にも是非のっていただきたいと思います。そし
て、2020 年の東京オリンピック・パラリンピッ
クに向け、ハンガリーの選手団を受け入れ陸上競
技のメンバーのキャンプ地として誘致しています。
大谷も大変力が入っています。特にテレビで放映
されてからは、平成 27 年度は年間 38 万人だった
観光客数が昨年は 48 万と 10 万人増えました。大
谷を日光と肩を並べる観光地にして、日帰りで帰
るお客様を１泊にしていきたいと考えています。
また 2022 年には栃木で２順目の国体が開催され
ます。「いちご一会とちぎ国体」、参加想定人数は
県内で２万３千人、本市内で１万２千人です。
人を集めるほかに、宇都宮に来ていただくため
には、宇都宮の魅力が必要です。その一つが子育
て、教育です。結婚から始まりますと、栃木結婚
支援センターを県と共同で設置しました。只今会
員数が 1,257 名で、コンピューターが引き合わせ
した数は 250 組となりました。結婚に結びついた
のは１組です。妊娠・出産のケアについても、妊
産婦への医療費助成、不妊治療費の助成を手厚く
すすめているところです。特に市単独で付け加え
ている助成もあり、全国でトップクラスのサービ
スということになります。産後ケアでは、すべて
の母親に対し、産後２週間目と１ヵ月目の２回
「エジンバラ産後うつ検査」の実施、「こんにちは
赤ちゃん事業」ということで、出産されたおうち

へどのように育児しているのか、悩み事はないか、
訪問をさせていただいています。また、待機児童
ゼロの実現のため、保育所などの受入れを増やす、
既存の保育所の増築などを行って受け入れの拡大
をしています。平成 29 年４月１日時点では、待
機児童ゼロを達成することが出来ました。今後も
１年を通して完全ゼロを目指して参りたいと思い
ます。そして、教育ですが、小中一貫教育によっ
て、宇都宮の特色ある教育を施しています。また、
全小中学校 93 校に１校に１人の学校図書の先生、
栄養士さんを配置します。学校を支援するために、
約 460 人の先生を宇都宮市単独で雇用しています。
教育にはこれからもお金をかけていかなければな
りません。高齢者に対しては、地域包括ケアシス
テムを構築します。2025 年、団塊の世代の方が
すべて 75 歳以上、後期高齢者になる、それに合
わせて制度を作っていきます。施設や専門家と連
携をしながら進め、また総合事業といたしまして
様々なサービスを展開していくことになります。
特にインフォーマルサポートということで、施設
や専門家以外の市民の皆さん、ボランティア、Ｎ
ＰＯの方々にも力を貸していただいて、在宅介護、
在宅医療がしやすい地域を市町がこれから責任主
体となって進めて行きます。介護サービス、介護
予防などサービスのメニューを整え、住みやすい、
高齢者になっても心配のない宇都宮を作って参り
たいと思います。
今後、高齢者など、車の運転が出来なくなる方
が増えていくので、ＬＲＴだけでなく、ＬＲＴに
支えられていくバス路線を、２～３倍に増やして
行きます。公共交通の不便な地域に路線を拡大す
るとともに、一時間当たりの既存のバス本数を増
やして行きます。また、地域内交通、デマンドタ
クシーを作っていきたいと考えています。只今
13 地区のうち 12 地区、完備完了致しました。バ
ス路線を支えて行くのが、南北のＪＴ線と宇都宮
のＬＲＴ、東西線ということになります。宇都宮
全体を公共交通でカバーして、病院やスーパー、
銀行などに行くことが出来る、誰もが自分自身で
生活出来る社会を作るのが、宇都宮の交通戦略で
す。しっかりと、これから 100 年先まで持続出来
る街を作ります。そういう社会を残して次の世代
に良い社会を引継いで行くことが我々の責任と義
務だと思っています。皆様方のお力をいただいて
100 年持続出来る街を作って参りたいと思います
ので、ご理解の程宜しくお願いいたします。
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