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2018 年 2 月 13 日（晴れ）第 30 回例会

点
鐘
田嶋（章）会長
司
会
副ＳＡＡ 鈴木（明）会員
◇ロータリーソング「奉仕の理想」
◇本日のランチ
小付 白身魚西京焼 牛鍋
香の物 汁
御飯 デザート

ビジター紹介

五味渕会長エレクト

◇公益社団法人宇都宮青年会議所
2018 年度理事長 飯沼 貞臣 様（卓話講師）
専務理事 新妻 克隆 様
◇米山記念奨学生
チョンセンチャン カムニーサイ君
会長挨拶
田嶋（章）会長
皆さん、こんにちは。２月 18 日にインターア
クトクラブの認証状伝達式が宇商で行なわれます
が、今、最終段階の打合せが行なわれておりま
す。２月 24 日は、宇都宮北ＲＣがホストクラブ
で、宇都宮グランドホテルで開催するＩＭの準備
が進められております。私も先週、その準備会に
参加いたしました。当日、２分間程度のスピーチ
をするようにということで、本日までに原稿を出
すようにとの指示がありました。
本日は宇都宮青年会議所から飯沼理事長と新妻
専務にお越しいただきました。本日はお話をいた
だきますが、また、宇都宮東ＲＣに卒業生がたく
さん入るようにご配慮いただければありがたいと
思います。
◇奨学金の授与
米山記念奨学生  
チョンセンチャン
カムニーサイ君

会員数 123 名

列席 93 名

幹事報告

出席率 80.36%

    

片嶋幹事

◇先週の例会終了後、職業奉仕活動として毎年行
なっております優良警察官の表彰式が宇都宮東
警察署において行なわれました。当クラブか
ら菊地（正）副会長、末永パスト会長、中村
（明）プログラム委員長と私で出席致しました。
当日は、５名の優良警察官の方に表彰状と記念
品が手渡されました。
◇レターＢＯＸに配付された確定申告書用の領収
書を必ずお持ち帰り下さい。
◇本日夫人の会宛の「春の研修会」のご案内をＦ
ＡＸ致しました。ご夫人にお渡し下さい。
◇本日 18 時 30 分～ ホテルニューイタヤにて 第
８回理事役員会開催。

委員会報告
◇第 2550 地区米山記念奨学会委員会 辻委員長
皆様のレターＢＯＸに文集「つどい第５号」を
配付いたしました。昨日 2017 年度の奨学生の修
了式を当イタヤで行ないました。私は、地区米山
委員長を３年務め、最終年度になります。３年間
お預かりした奨学生の文章をまとめ編集いたしま
して、今年度の修了生とカウンセラーにお配りし
たところです。本日同じものをお配りしました。
米山がどのような活動をしているかの参考にして
いただければ幸いです。この後、４月に今年度の
新しい奨学生のオリエンテーションを新しいカウ
ンセラーとともに行ない、３年間の活動の最終と
なります。
◇インターアクト委員長
小林（正）委員長
２月 18 日（日）宇商マーキュリーインターア
クトクラブ認証状伝達式開催。参加希望の方は
16 日までに小林（正）までご連絡を。
◇スマイルボックス委員会
金子委員

中村 明会員
２月９日、第 46 回バックスゴー会にて優勝
させて頂きました。熊谷まで行った甲斐があ
りました。

卓

話

「宇都宮青年会議所の活動について」
公益社団法人宇都宮青年会議所

2018 年度理事長 飯沼 貞臣 様

皆さん、こんにちは。私は第 52 代理事長を務
めさせていただいております。
ＪＣの歴史について簡単にご説明したいと思い
ます。1900 年初頭にアメリカ、セントルイスの
銀行家であるヘンリー・ギッセンバイヤー Jr. が
立ち上げた青年クラブが発端になっています。当
初、古いダンス・ステップの保存が目的だったよ
うですが、会議の時間や会員数が増えるにあたり、
社会貢献に特化した団体に発展して参ります。そ
して 1920 年に、アメリカＪＣとしてＪＣが立ち
上がり、その輪がアメリカ全土、世界に広がりま
した。今では 117 カ国、約 4,700 の青年会議所が
存在し、会員数は約 16 万人です。アジアエリア
では 22 カ国、約 2,500 の青年会議所があり、アジ
ア内の会員相互の意見交換の機会などを設けてお
ります。アジアエリア内でＡＳＰＡＣ（アスパッ
ク）という大会が開かれますが、本年は鹿児島で
行なわれます。また、国境を越えて姉妹締結を結
ぶような機会もあり、宇都宮青年会議所はハワイ
のホノルルチャイニーズＪＣと友好を深めており
ます。国際的な出会いの機会が設けられている組
織です。
宇都宮青年会議所は、1967 年、東ＲＣの大先
輩でもあります、田嶋光男先輩が発起人になり、
日本ＪＣに加盟することになります。認証伝達式
当初は、67 名のメンバーで産声を上げたと聞い
ております（現在 133 名）。日本全国には 695 の
青年会議所（栃木県内 11）があり、会員数は約
35,000 名になります。毎年秋に、全国各地持ち
回りでやるのですが、全国大会が開催され、その
地に約 15,000 名のメンバーが集まります。登録
料として１万円を払いますが、これで運営してお
ります。すなわち、１億 5,000 万円が開催地で使
われることになり、その経済効果は、大会が４日

間あるのですが、２億とも４億とも言われていま
す。また、経済効果のみならず、この地域の特性、
魅力を発信する絶好の機会になっております。宇
都宮青年会議所では、３年後の 2021 年の第 70 回
全国大会の招致に向けて、主管立候補の活動、誘
致活動をすることを決意致しました。主管を獲得
した暁には、関係諸団体、行政、市民の皆様と連
携し、宇都宮のＰＲに務め、大会の効果を最大化
させるような活動に邁進してまいりますので、そ
の際は、皆様のお力をお借りできればと思います。
次に、お配りした資料を使いながら説明させて
いただきます。宇都宮ＪＣ出身者で著名な方とい
いますと、佐藤栄一市長や船田元先生、県内ＪＣ
では渡辺美知太郎参議院議員がおります。また、
昨年、須山裕史君が日本青年会議所の副会頭とし
て１年間務めました。これは、2000 年に佐藤栄
一市長が副会頭を務めて以来、栃木県内で二人目
の快挙となっております。
続きまして、ＪＣならではの組織の特性につい
て説明いたします。この特性は、青年会議所の強
みに変わってくるものと認識しています。青年会
議所の会員は 20 歳から 40 歳までで、40 歳で強制
的に卒業となります。限られた年齢のシステムと
いうことで、組織の循環、浄化が非常に早く、青
年らしい新しい斬新な視点を持って事業を構築で
きるような好循環を生み出している組織です。ま
た、単年度制という仕組みで、毎年役職も携わる
委員会も変わります。
ＪＣを一言でいえば、奉仕（SERVICE）・修練
（TRANING）・友情（FRIENDSHIP）ということにな
ります。この３つの信条についてお話させていた
だきます。ロータリークラブと比較すると、我々
は 20 代、30 代の未熟な青年の団体です。奉仕を
目的として入会するメンバーはごく稀です。しか
しながら、青年会議所の一番良いところは、この
完成された仕組みが「明るい豊かな社会の実現の
ため」という、ぶれない目的のもとに、事業を構
築していくところです。私も「この町のために何
が出来るかしっかりと考えて活動したい。」と心
の底から思えるようになりました。ＪＣが目指す
奉仕とは、利益のためではなく、目的が、「この
町の明るい未来のために今、市民の皆さまが何を
求めているのか、何が必要なのか、何が課題な
のか。」を捉えながら、市民の皆さまが気付かな
かったような、明るい未来を感じさせる事業を構
築することです。ひとつの顕著な例をあげますと、
こちらの佐々木先生が第 10 代理事長の時に行っ
た「ふるさと宮まつり」があります。当初、10
周年記念事業として１年のみの開催でしたが、明
るい宇都宮の未来を感じたという多くの市民の皆
様からこれは継続して欲しいということで、今で
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は様々な団体の皆様と協力しながら、第 42 回も
続く２日間で延べ約 60 万人を集める事業となり
ました。我々は、潜在的なニーズをつかまえて、
そのきっかけとなる事業をやることで、町の明る
い豊かな社会に繋がるひとつの仕組み、気づきを
感じていただけるような事業をどんどん打って出
たいと思っています。
日本の背景に人口減少社会があります。2014
年に増田寛也先生が日本創成会議で半分の自治体
896 が消滅可能性都市として消滅してしまう可能
性があると発表しました。その後４年も経つのに、
一般市民の皆様の危機意識は非常に低いものだと
思います。この人口減少を乗り切るためには、ま
ずは市民一人一人が危機感を抱き、共有しながら
各世代でこの町の未来のために、人口減少に即し
た町づくりとしてどんな未来を描くかが大切だと

思います。今年度はそのような人口減少に対する
危機感や新たな人口減少に対するひとつの経済の
ロールモデルの仕組みというものを提供するよう
な事業を構築して参りたいと考えております。
修練についてですが、メンバーは各委員会に分
かれて議論を進め企画書など毎月の理事会に諮り、
いろいろな苦労を重ねながら一つの事業を作って
まいります。この過程において会員同士の交流が
会員の修練の場となって、各自の自己成長へと繋
がっております。
最後に友情ですが、会員同士でぶつかることに
よって育まれる友情は非常に深いものがあります。
奉仕、修練、友情をもとに、これからもしっか
りと活動を進めて参りますので、引き続き皆様の
ご支援をいただければ幸いでございます。

児童養護施設「養徳園」の訪問
去る12月17日（日）
、児童養護施設「養徳園」への支援事業として、宇都宮東ロータリークラ
ブ夫人の会と宇都宮東ローターアクトと連携し、特別養護施設「養徳園」へ訪問して参りました。
サッカーボールや野球用具等、屋外で使えるものを贈らせて頂いたところ、大変喜んで下さり、園
長先生から「養徳園では、サッカー選手になりたい、花屋さんになりたいなど、子供一人ひとりの
夢や思いを、ひな祭りの「つるし雛」にたくして、手作りで作ってい
ます。
」と伺いました。
「つるし雛」には、子供一人ひとりを尊重し、
個性を伸ばして、健やかに成長してほしいという願いが込められてい
ます。
」とても印象深いお話に感銘を受けました。ひな祭りの季節に
は、是非、養徳園を訪れてみてはいかがでしょうか。

宇都宮東ロータリークラブ夫人の会 会長 螺良由美子
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