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点
鐘
菊地（正）副会長
司
会
副ＳＡＡ 床井会員
◇ロータリーソング「我等の生業」
◇本日のランチ 和定食

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇来訪ロータリアン
２名（２クラブ） 累計 26,455 名
宇都宮西ＲＣ 保坂 正人様
鹿
沼ＲＣ 鈴木 良男様
◇国立大学法人 宇都宮大学
学
長 石田 朋靖 様（卓話講師）
学長補佐 堤 ゆう子 様
会長挨拶
菊地（正）副会長
皆さん、こんにちは。会長が体調不良で欠席の
ため、私が代理でご挨拶させていただきます。
昨夜の大雪はいかがでしたでしょうか。私は、
酒造組合のお祝い事があり、ここイタヤで宴会を
行っていました。烏山線、日光線がストップの中、
県内各地から全員が参加して下さいました。また、
先程草津白根山が噴火という大変なニュースがあ
りました。自然災害は急にやってくるので、備え
るのも難しいと思いますが、皆様、少しでも準備
をして健康にご留意下さい。本日は宇都宮大学の
学長、石田様の卓話があります。よろしくお願い
いたします。

幹事報告

片嶋幹事

◇第３グループＩＭのご案内
開催日 ２月 24 日（土）
場 所 宇都宮グランドホテル
主 催 宇都宮北ＲＣ
※本日案内ＦＡＸをします。締切りは１月 31

会員数 123 名

列席 88 名

出席率 76.36

日。多くの方のご参加を！
◇養徳園で行なわれた花火大会（８月）、クリ
ス マ ス 会（ 12 月 ） の 費 用 と し て 72,000 円、
67,000 円にかかりました。ＲＡＣと社会奉仕
委員会と共同で行なった事業のため、クラブ
の奉仕活動としてスマイルＢＯＸ会計から支
出することを理事会で決定したことを報告し
ます。

委員会報告
◇バレンタインコンサートのご案内 炭田会員
開催日 2018 年２月 14 日（水）
場  所 すまいるプラザ
（トヨタウッドユーホーム内）
主  催 2550 地区会員組織委員会
※女性会員の増加をということですので、お
知り合いの方がいらっしゃいましたらお声か
け下さい。
◇スマイルボックス委員会
渡邊（和）委員
宇都宮大学学長 石田朋靖様
今 日 は お 時 間 を 頂 き 有 難 う ご ざ い ま す。
「とちぎを元気にしたい」それが、宇大の願
いです。宇大のこと、可愛がって下さい。
◇出席委員会
荻原委員長
＜皆出席表彰・12 月分＞
通算 20 年 轟 宗雄会員
通算 11 年 渡邊和裕会員
◇姉妹クラブ委員会
冨貴塚委員長
例会後、この場所にて鳳山西區扶輪社来訪の
件で打ち合わせ。関係者はお集まり下さい。
◇ロータリー情報委員会
稲見委員長
２月 14 日（水）ロータリー情報委員会開催。
昨年８月以降の新会員を対象に案内をしてい
ますが、まだ参加していない方も是非ご出席
下さい。

卓

話

「とちぎ活性化のエンジンとして」
 国立大学法人 宇都宮大学学長 石田朋靖様
皆さん、こんにちは。今日は宇都宮大学の宣伝
をしようと思いやってまいりました。宇都宮大学
という名前はご存知だと思うのですが、意外と知
られていない、というのが実感です。ＯＢではコ
シヒカリを開発した石墨慶一郎氏、ニトリの２代
目社長の白井社長、久保田を作った杜氏などおり
ます。沿革についてお話いたします。明治の最初
に出来た師範学校と 90 年程前に出来た宇都宮高
等農林が、戦後一緒になって国立宇都宮大学とな
りました。14 年前に国立大学法人ということで
形態が変わりました。教育学部、農学部、そして
地域の強い要請によって高度成長の頃に出来た工
学部、20 年ほど前に出来た国際学部、昨年には、
地域の未来をどう考え、どうデザインしていった
らいいか、ということで新しく地域デザイン科学
部が出来ました。現在５学部あります。
宇大の特徴なのですが、純粋の学問としてだけ
ではなく、地域或いは現場を重視した実学が、宇
都宮大学の伝統です。純粋の学問はある意味学問
の中で完結することが出来ますが、実学は実際の
現実の課題に対応できなければ何の意味もない、
それはすごく難しい事だと思っています。宇都
宮大学は非常に小さな大学で、教員数は約 350 名、
学生数は院生を合わせて５千名程度です。それは、
構成員同士の顔が見える距離感、寄り添った教育
等ということでは、良い大きさになっているのか
なと思います。なぜ、現場重視になったかという
と、栃木県は非常に多様性に富んだ地域で、工業、
農業、酪農、里山地域、観光地があり、実学を
行っていくうえでの豊富な現場が近いということ
があります。また、栃木県には公立大学がありま
せん。公立大学が無い県は、栃木県、徳島県、佐
賀県、鹿児島県だけです。そうした意味で国立大
学であっても、地域との関係が非常に密接になっ
てくるのが宇大の特徴だと思っています。
国立大学は「社会にきちんとした形で見えるよ
うに貢献して下さい。」ということで、いろいろ
な改革が迫られています。宇都宮大学では、宇大
スピリッツ３Ｃ精神を大切にしています。主体
的に「Challenge」して、自らを「Change」して、
そして社会に貢献、「Contribution」する、組織
としても、構成員そのものとしても、３Ｃ精神を
大事にしながらこの地域、栃木、その近辺を元気
にするエンジンになっていきたい、というのが、
宇都宮大学が願っているところです。国立大学法
人には、６年毎に中期計画がございます。今、第
３期目に入りました。全国の国立大学がビジョン

を立て、戦略を作り、施策を行いますが、宇都宮
大学は非常に高い評価をいただきました。それを
実現する為に様々な施策を進めています。
その中の一つとして、街づくりのプロを育てる
ための地域デザイン科学部があります。地域を元
気にするために、人の住まう物理的環境、ソフト
ウェア的環境をきちんとトータルで考えていかな
いと、少子高齢化の今後に向けて地域と言うのは
成り立っていかないだろう、ということで作った
学部です。また、10 年程前に英語の大改革をお
こないました。全国でもかなり注目されています。
大学英語教育学会の実践賞もいただきました。或
いは、グローバル化が進む中で、地域のグローバ
ル化にどう対応するか、地域からグローバル化し
ていくのにどう対応するか、グローバル人材をど
う育成するかということで、かなり積極的に海外
派遣も行っております。昨年から国際学部では短
期の留学も含めてですが、全員が留学を必須とし
ています。海外からの留学生も米山奨学金でいろ
いろお世話になっていますが、28 年度には 256 人、
学部に来ている外国人留学生の比率でみると、国
立大学 87 の中でも 17 位と上位に位置しています。
他には、優れた次世代を育てるという観点で、グ
ローバルサイエンスキャンパスという事業があり、
提案して文科省が認めてくれるものですが、宇都
宮大学は初年度からプランが採択されました。そ
うそうたる採択大学の中に、コンパクトな宇都宮
大学の提案がちゃんと受け入れられ、実績もあり
ます。また、研究等もかなり積極的にやっていま
す。一番特徴的なものが、栃木の名産のイチゴの
自動摘み取りロボットで、昨年のロボット大賞を
いただきました。それに関連して、スカイベリー
のような大粒のイチゴをヨーロッパや中東にまで
輸出出来る容器を作り、第 42 回発明大賞東京都
知事賞をいただきました。このように、宇都宮大
学は良質な教育と特徴的な研究で頑張っています。
その成果はどのようなところに現われているの
か、私も知らなくて驚いたことがあります。半年
前の日経新聞に載っていたのですが、全国の上場
企業等の人事担当者に「どこの学生をもっと雇い
たいか。」と聞いた中で、宇都宮大学は第５位に
選ばれています。偏差値に表れない能力を手作り
の教育でしっかりと育てていくというのが宇都
宮大学の方針であり、「宇大生を雇ってみたら悪
くないね。」というのが、このような評価で現れ
て、非常に喜んだところであります。宇都宮大学
は、宇大スピリッツ３Ｃ精神のもとで良質な人材
を排出し、特徴的な基礎研究、それに基づいた実
践研究を行って地域に貢献していく、そして栃木
を元気にするエンジンになりたいと考えていると
ころです。３Ｃ精神の中のチェンジですが、有名
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なチャールズ・ダーウィンの言葉に「生き残るの
は強い者でも賢い者でもない、環境に摘要できて
変化できる者である。」というのがあります。私
は農学をやっていましたので、昔からよく聞いて
いた言葉なのですが、そんな風に思ってやってい
るところです。
ここからはお願いです。日本の財政が逼迫して
行く中で、国立大学の予算も激減しています。こ
うした厳しい予算の中、このままでは日本の高等
教育が壊れてしまうのではないかと思います。い
ろいろなプロジェクト計画もあります。大学のた
め、将来の学生のため、将来の日本のために、３
Ｃ基金を作りました。寄附は学生支援など大切に

使わせていただきたいと思います。今日お配りし
たペーパーにも詳細がありますので、是非、ご協
力いただければと思います。宜しくお願いいたし
ます。
＜第 26 回会報の記載についてお詫びと訂正＞
第 26 回例会会報の記載に誤りがありました。お
詫び申し上げますとともにご訂正よろしくお願い
いたします。
訂正箇所
１頁上段 出席率 100％→ 85.09%
１頁右２行目 中村 巌→中山 巌
２頁右 14 行目監査報告 川村壽文→野口忠男
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