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宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：古矢幸伸 幹事：樋口富之 会報委員長：須賀正人 
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事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15ベルヴィ宇都宮内 
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§ ロータリーソング「我らの生業」 

 

   みなさん こんにちは。 

本日は、今年度始まって初めての招待卓話として、一般社団法人 若年者支援機構代表理事の

中野様に卓話をお願いしております。どうぞよろしくお願いします。 

さて、本日の会長の時間は、本日卓話をいただきます中野様は、当クラブでも支援をさせてい

ただいております、キッズハウスいろどりの運営者であります。貧困、虐待、様々な理由を抱え

たこどもや親を支援し活動しています。 

今日は、児童虐待についてお話をさせていただきます。 

皆様このマークはご存知でしょうか？これはオレンジリボン 

と言われるマークです。先日ピンクのリボンで乳がんについ 

て話ました。このオレンジリボンは、「こども虐待防止」の 

啓発を目的としたものです。 

このマークができた由来は、2004年、栃木県小山市で 3歳 

と 4歳になる二人の可愛らしい兄弟が父親の友人から再三 

にわたって暴行を受け、息も絶え絶えの状態で、橋の上から 

川に投げ込まれて幼い命を奪われるという痛ましい事件を 

きっかけに、全国でオレンジリボン運動が始まりました。 

このオレンジの色は里親家庭で育った子どもたちが「子どもたちの明るい未来を示す色」とし

て選んだといわれています。その胸の中に、オレンジフルーツのような明るさと暖かさを感じた

いという思いがあったのではないでしょうか。 

年々増加傾向にある虐待、その中には心理的虐待、性的虐待、ネグレクト、身体的虐待、時代

の変化とともにいろいろな部分で、とらえ方、考え方が変わる中、未来のこどもたちの為に私た

ちができる事、少しずつでも着実に実行していくことが私たちにできることなのではと考えてい

ます。 

 

 司 会・ビジター紹介          長 英明 S.A.A 

 

 

 

 

 会長の時間             古矢 幸伸 会長 
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先日、国際ロータリーのホームページにも「優しい心を持つことが今、何よりも大切です」と

いう記事がありました。いつの時代も「人には優しくするように」と言われたことがあると思い

ます。良い行いをすることで、幸せを感じたり、ストレス度を下げるなど様々な効果が科学的に

も証明されています。我々ロータリアンはとりわけ、行動的で地域のリーダー的存在の方が多

く、今何ができるのかという事をクラブ全体で考えていきましょう。 

 

 

◇ 11月のロータリーレートは、1ドル 104円です。 

◇ 「11月は、ロータリー財団月間」です。 

是非ともポリオプラスご寄付のご協力をお願いいたします。 

 

 

   § 「ロータリーの友」11月号  

11月はロータリー財団月間 11月 2～8日は世界インターアクト週間です。 

   § 特集 グローバル補助金を知ろう：2クラブの国際奉仕委員長から、とても分かりやすいグロ

ーバル補助金の解説が載せられています。また、奨学生の受入れクラブからの報告と、奨学生

の体験談が感動的に語られています。 

   § ＳＰＥＥＣＨ：国際基督教大学前学長日比谷潤子氏による女性活躍の可能性についてと、ア

ジア唯一で大学内に設置されている「ロータリー平和センター」の活動内容や役割について述

べられています。ぜひご一読下さい。 

 

 

   §古矢幸伸会長  こんにちは。本日、中野様お越しいただきありがとうございます。 

   §田中豊治会長エレクト 

            毎日が好天で暖かく困りました。早く寒くなってくれると良いのですが…こ

の冬はたっぷりスキーがしたいのです。 

   §岩﨑正日登会員 オーバー60歳のサッカー関東大会の出場を決めましたのでニコニコ致しま

す。ちなみに人生で 2度目の関東大会出場となります。 

   §市川優子会員  ご無沙汰しております。久しぶりにニコニコ致します。11月 3日結婚記念日

に寄せ植えをいただき、ありがとうございました。 

   §長 英明会員  結婚記念日のお花ありがとうございました。家の中が華やかになりました！ 

      

   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。  今週の金額  16,000 円  

 

 

 

 

幹事報告               樋口 富之 幹事 

 

 

 

 

ロータリーの友紹介         西山 穣 雑誌資料委員長 

 

 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     山口 友邦 委員 
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   中野謙作様 (一社)栃木県若年者支援機構 代表理事 

 

一般社団法人栃木県若年者支援機構は、全ての子ども・若者が、将来に希望を持てる未来をつく

ります。そのために、広く社会の力を集め、次の 3つのテーマに取り組んでいきます。 

①一人ひとりの、子ども・若者と、その家族を支える 

学校に行けない、働くことができない、家からでることができない、生活が苦しいなど様々な課題

を抱えている子ども、若者と向き合い、個別の課題を克服できるように伴走します。 

②社会の中に、子ども・若者のセーフティーネットをつくる 

困難を抱えている子どもや若者であっても、将来はそれを乗り越え社会で活躍できるセーフティ

ーネットを社会の中に定着させ、拡充していきます。 

③子ども・若者を育む地域社会を築く 

地域の中の様々な大人との関わり合いのなかで、子ども、若者が育まれていく、そんな地域社会を

つくるため、地域の人たちや各種団体と協力し、子どもや若者に優しい地域社会をつくっていきま

す。 

 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 

                                  寄付金及びお菓子の詰め合

わせ 70箱を寄贈致しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

招待卓話 
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    鈴木 香欧里 会員   

 

鈴木光男税理士事務所 税理士 

    

入会のご縁について 

コロナ禍の中ではありますが、杉本社長よりお声がけいただ 

き、「様々なお仕事をされている方とお話をして人生の勉強をしていきたい」「ロータリークラブの

社会奉仕活動を通じて地域に貢献していきたい」という思いがあり、今年 7 月から陽北ロータリ

ークラブに入会させていただきました。 

 

仕事について 

昭和 57 年 4 月に父が税理士事務所を創業し、おかげさまで今年で 38 年になります。場所は、

このベルヴィから車で 6,7 分くらいの平松本町にあります。また、夫が社会保険労務士で吉田社

会保険労務士事務所を営んでおります。税理士と社会保険労務士は、業務上密接な関係にあります

ので、同じ場所で総合事務所として、お客様からの日々のご相談にもスムーズに対応できるように

協力し合いながら業務を行っています。現在は、職員を含めて 11名の事務所です。 

事務所の経営理念は、「税務会計及びその関連する業務を通して、お客様に十分な満足を得られ

るよう、人格を磨き、専門領域に精通し、信頼と貢献をモットーに、社会的使命を果たす会計人を

目指す」です。事務所では、所長による毎朝 20分間の勉強会があります。内容は、税制改正やそ

の時旬の税務のトピックスや新聞であったり、多岐にわたりますが、30 年以上毎朝欠かさずやっ

ています。常日頃からお客様にプラスになるような情報提供を心掛けています。 

近年は、中小企業・小規模事業者の方が安心して経営相談などが受けられるために、専門知識や

実務経験が一定レベル以上の者に対し、国が認定する支援機関である、経営革新等支援機関（認定

支援機関）があります。当事務所もこの支援機関の認定を受けており、今までに経営改善計画の策

定や創業支援のお手伝いもさせていただいております。 

 

ロータリークラブに入会して 4 ヶ月余り、まだまだ分からないことばかりですが、杉本社長か

らいただいたこのご縁を大切に、ロータリークラブの活動を通じて色々と学んでまいりたいと思

っております。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員卓話 

 

 

 

 

出席報告   鈴木 香欧里 委員 

 

会員数   42名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   32名   前々回訂正    0名 

欠席数    10名   前々回訂正率  

出席率  76.19％        法定休日 

％ 

例会予定 

 

第 1180 回  11 月 24 日(火) 

招待卓話 日下 篤 様 

KusakaVineyards 代表 

(葡萄農園） 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1181 回 

12 月 1 日(火) 
年次総会 12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1182 回 

12 月 8 日(火) 

地区委員卓話 

熊倉 学 地区財団補助金委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1183 回 

12 月 15 日(火) 

クラブフォーラム④ 

田中豊治 クラブ奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1184 回 

12 月 22 日(火) 
夜間例会 クリスマス会 18：30～ ベルヴィ宇都宮 

12 月 29 日(火) 特別休会   

 

   プログラム 

 

 

 

 


