
委 員 長：君島ゆりか
副委員長：森田恵美
委員：新井美代子　　川名雅美　　小杉恵子
　　　水沼雅子　　　上野和子

ソロプチミスト日本財団委員会

委 員 長：藤井幸子
副委員長：黒田かおり
委員：新井シヅ　　林　敦子　　　石﨑慶子
　　　稲　信子　　近藤和子　　　峰岸純代
　　　野田美穂　　大橋百合子　　名取温子

認証50周年記念事業準備委員会

財務委員会
委 員 長：森田美支子
副委員長：並木久子
委員：林　敦子　　稲　信子　　峰岸純代
　　　森田恵美

メンバーシップ委員会
委 員 長：白石洋子
副委員長：櫻井知以子
委員：藤井祐子　　五味渕明美　　金子志保子
　　　山崎トヨ　　吉田恵美子

委 員 長：河上典子
副委員長：横堀幸子
委員：新井シヅ　　飯塚有美　　伊澤史恵
　　　斎藤利恵　　渡邊洋子

規約決議・SOLT委員会

歳入委員会
委 員 長：藤井幸子
副委員長：島崎あや子
委員：新井美代子　　萩原始子　　　林　敦子
　　　稲　信子　　　君島ゆりか　　近藤和子
　　　黒田かおり　　峰岸純代　　　野田美穂
　　　大塚順子　　　斎藤利恵　　　白石洋子

2020.7～2021.6

未来へつなぐ
国際ソロプチミスト宇都宮
　　第46代会長　名取　温子

会報  47号

　世界中で猛威を振う新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、
今期の活動は、コロナに翻弄された１年でございました。来期、認証50
周年を迎える歴史ある国際ソロプチミスト宇都宮の会長としての重責を

担うことに加え、その時々の状況を判断しながらのクラブ運営は、試行錯誤の連続でした。
　当初計画した様々な活動(本文中止一覧参照)が中止や延期、大幅な制限下での実施を余
儀なくされました。しかし、このような時こそ困難な状況にある女性や未来を担う子ども
たちに思いを寄せ、国際ソロプチミストの使命である「教育を通して女性と女児の夢を応
援し、生活向上を目指す」為の支援を継続しなければならないとの強い思いで活動を致し
ました。
　9月、子どもたちに、豊かな心が育まれることを願い、記念すべき10年目の「命のアサ
ガオ」活動を宇都宮市立田原西小学校で実施致しました。次年度は、岡本小学校にリレー
されます。10月、今期の日本東リジョン大会が初のオンライン開催となることから、時代
の要請に対応するため理事会主催、会員向け「パソコン講習会」を2日間にわたり開催。会
員の皆様が持ち合わせている柔軟性と多様性を追求する向上心に敬服致しました。新たな
試みは会員が集い話し合う対面の重要性に気づく結果となり、会員お一人おひとりの「心
をひとつ」にする為の継続した努力の大切さを実感致しました。3月、延期していた新入会
員1名の入会式、第46回目の「奨学生認証書授与式及び卒業を祝う会」を同日開催。会員
一同、慶びを共にした1日となりました。5月、隔年開催の「クラブ・ユース・フォーラ
ム」を初のオンラインで実施。7月18日オンライン形式で開催される「第12回日本東リ
ジョン・ユース・フォーラム」に参加する2名を選出致しました。今期最後の活動を成功裏
に終えることができ感慨もひとしおでございました。
　このコロナ禍はオンラインの活用が急速に進む一方、社会の弱者、中でも女性や子ども
たちへの影響が大きくなっていることから、認定NPO法人とちぎボランティアネットワー
クを通して、子どもの活動に重点を置く5団体に緊急支援の寄付を行いました。未来を担う
子どもたちが夢を拓いてくれることを願ってやみません。
　時代の大転換期の中、間もなく国際ソロプチミストは100周年、宇都宮クラブは認証50
周年を迎えます。この間、東日本大震災、台風19号などの自然災害、今も続く新型コロナ
感染症の蔓延など幾つもの困難を経験致しました。宇都宮クラブの奉仕活動の継続が、明
るい未来に繋がっていくことを願っております。
　1年間、理事会メンバー、会員の皆様、さらに関係する多くの皆様のご理解ご協力を頂き、
様々な試練を共に乗り越えることができました。また、多くの学びや新たな試みの機会を
与えてくださったことに心より御礼申し上げます。

これからの活躍に
　　ご期待申し上げます

初代会長　福嶋 伎久枝　揮毫

2020年度　理事会

会　　　長 名取　温子
副　会　長 花岡真理子
レコーディングセクレタリー 近藤　和子
コレスポンディングセクレタリー 野田　美穂
トレジャラー 峰岸　純代
理　　　事 黒田かおり

新会長プロフィール
　林　敦子会員は1983年入会。クラ
ブにおいては、Ｃセクレタリー2期、
トレジャラー3期、会長、副会長など
を歴任。長年、財務委員会でクラブの
財政を担当してこられました。日本東
リジョンでは、ソロプチミスト日本財
団委員長を務められ、2020年度から
は、（公財）ソロプチミスト日本財団
評議員に就任。
　家庭ではよき妻、会社では取締役と

して多忙な日々を過ごし、趣味のゴルフ、日本画と何事にも全
力投球される先輩です。
　クラブ認証50周年を迎え、再び会長職をお引き受け下さい
ました。困難な状況に置かれている女性と女児への支援を柱に
現状に合ったクラブ運営を目標とし、50年の総括とこれから
の未来に向けてクラブを導いてくださるものと存じます。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　黒田かおり
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発行人　国際ソロプチミスト宇都宮
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次年度会長
林　敦子

2021年度　理事会

ク ラ ブ 表 彰
●公益財団法人
　ソロプチミスト日本財団
　•学生ボランティア賞
　　　県立益子芳星高等学校
　　　ＪＲＣ部

クラブ・ユース・フォーラム

●吉澤　瑠映さん（私立宇都宮短期大学附属中学校３年）
●福田　愛苺さん（宇都宮市立宝木中学校３年）

善 行 賞 表 彰

●新奨学生（第47回生）
　•加藤　蓮さん（県立宇都宮北高等学校）
　•小山田日々季さん（県立宇都宮商業高等学校）
●奨学生（第46回生）
　•高橋　沙希さん（県立宇都宮女子高等学校）
●奨学生（第45回生）
　•鈴木　琴音さん（県立さくら清修高等学校）
　•深谷　光希さん（私立文星芸術大学附属高等学校）
●卒業生（第44回生）
　•安生　琉奈さん（栃木県立衛生福祉大学校）
　•石川かほ子さん（宇都宮大学共同教育学部）

ク ラ ブ 奨 学 生

●渡邊　洋子
 （2021.1.1）

ファウンダーデー
ファウンダーガバナーデー

　昨年からの新型コロナウイ
ルス感染症の影響により例会
や委員会活動が中止や縮小を
余儀なくされた中での会報誌
作成。制限のある中、皆様の
御協力により会報47号を発行
することが出来ました。心よ
り感謝申し上げます。

編集後記

広報委員長　稲　信子　　副委員長　小杉恵子
委員：石﨑慶子・近藤和子・大橋百合子・角田郁子

2020年度新入会員  入会記念

認証書授与式

オンライン開催

卒業を祝う会

広報委員会

新 入 会 員 紹 介

広報委員長　稲　信子

https://www.si-utsunomiya.com

ホームページ

会　　　長
副　会　長
レコーディングセクレタリー
コレスポンディングセクレタリー
トレジャラー
理　　　事

林　　　敦　子
稲　　　信　子
草　野　信　子
大　塚　順　子
峰　岸　純　代
名　取　温　子

●第12回日本東リジョン・ユース・フォーラム参加者
　•高山　陽葵さん（私立宇都宮文星女子高等学校３年）
　•田中　歩夢さん（県立矢板東高等学校３年）



委 員 長：福田容子
副委員長：石﨑慶子
委員：新井シヅ　　須賀万里子　　飯塚有美
　　　伊澤史恵　　黒田かおり　　島崎あや子
　　　矢吹佳子　　渡邊洋子

教育委員会

国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会
委 員 長：草野信子 
副委員長：萩原始子
委員：河上典子　　川名雅美　　大橋百合子
　　　吉田恵美子

環境・保健委員会
委 員 長：大塚順子
副委員長：藤井祐子
委員：五味渕明美　　金子志保子　　草野信子
　　　野田美穂　　　角田郁子

委 員 長：矢吹佳子
副委員長：黒田かおり
委員：藤井幸子　　　福田容子　　櫻井知以子
　　　須賀万里子　　上野鈴子　　横堀幸子

アワード委員会

●国際ソロプチミスト宇都宮奨学会

　　奨学生５名に毎月送金

●善行賞表彰・努力賞送付

●「奨学生認証書授与式及び卒業生を祝う会」

●「夢を拓く：クラブ・ユース・フォーラム」

　　　　　　　オンライン開催

　　日時：2021年5月15日（土）

　　「あなたにとって大切なことは何ですか？」

●茶話会開催　於：護国会館（8/13）

　　夢を拓くプロジェクト

2020年度 委員会活動

委員長　福田　容子

新型コロナウイルス感染症対策５団体へ寄付金贈呈

•１月２月例会
•チャリティーゴルフ大会
•チャリティー寄席
•ソロプチミスト日本財団年次贈呈式
•お花見親睦会
•環境旅行

•そらいろコアラ

•キーデザイン

•とちぎ環境未来基地

•サシバの里自然学校

•とちぎYMCA

「新型コロナウイルス感染症」
感染拡大防止による中止一覧

教育委員会

認証書授与式茶話会

●新入会員

　　候補者検討、審議

●新入会員オリエンテーション

　　及び入会式

入会式

護国会館にて参加於：護国会館

●「夢を生きる賞」　宇都宮　愛子様

  　（公財）宇都宮市医療保健事業団

　　附属宇都宮准看護高等専修学校

●宇都宮市福祉事業に寄附　食器乾燥機

　　ユーファーム平出

●栃木県教育委員会に寄附

　　県立中学校における情報通信技術教育を支援

　　プリンター３台

　　　•県立宇都宮東高等学校附属中学校

　　　•県立佐野高等学校附属中学校

　　　•県立矢板東高等学校附属中学校

●認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎへ賛助金

●認定NPO法人だいじょうぶへ寄付

●認定NPO法人チャイルドラインとちぎへ寄付

県教育委員会贈呈 宇都宮市贈呈

●「命のアサガオ」

　　宇都宮市立田原西小学校

　　　DVD上映と種の回収

　　宇都宮市立岡本小学校　種の配布

●支援物品販売　アジア学院支援

●新型コロナウイルス感染症予防

　　例会時における問診票の受付

●定期収集

　　ユニセフ・ジョイセフ

　　宇都宮市社会福祉協議会へ送付

　　書き損じハガキ・古切手

　　硬貨・未使用プリペイドカード

　　ペットボトルエコキャップ収集

委員長　大塚　順子

環境・保健委員会

宇都宮市立田原西小学校 児童の作品　アサガオのはり絵

委員長　矢吹　佳子

アワード委員会

●育成資金贈呈
　　宇都宮ベンチャークラブ
　　県立宇都宮中央女子高等学校Sクラブ
　　県立益子芳星高等学校Sクラブ
●クリスマスカード郵送
　　ランズクローナクラブ
　　（スウェーデン）
　　　フレンドシップリンク
●県立宇都宮中央女子高校Sクラブ
　　おせち料理作り
●海外子ども支援
　　NPO法人グットネイバーズジャパン
　　　成長を見守るコース　毎月支援

委員長　草野　信子

国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会

育成資金贈呈
宇都宮ベンチャークラブ

於：認定NPO法人とちぎ
ボランティアネットワーク

育成資金贈呈
県立宇都宮中央女子高等学校

●認定NPO法人とちぎボランティア

　　ネットワークへ賛助金

●フードバンク宇都宮へ食品寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団へ寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団

　　顕彰事業各賞応募

　　•奨励事業

　　　　ドリーム賞

　　•顕彰事業

　　　　千嘉代子賞　　國井　修様

　　　　社会ボランティア賞　

　　　　　　　　　　　城山西小と地域振興を考える会

　　　　学生ボランティア賞　作新学院地球環境クラブ

　　•活動資金援助　NPO法人足尾に緑を育てる会

委員長　君島　ゆりか

ソロプチミスト日本財団委員会

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（案）作成

●一般会計・奉仕特別会計　収支推移表作成（３カ月毎）

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（暫定）（案）作成

●財務規定改正（案）随時検討

●予算実行状況報告

委員長　森田　美支子

財務委員会

委員長　白石　洋子

メンバーシップ委員会

●規約・議事法の研鑽と照会への対応

●業務例会「ソロプチミスト教育」の担当と専門委員会

　への依頼

●SI細則・SIA手続改正案・手続改正の説明、改正条項

　周知

●クラブ研修会準備と中止に伴い寄せられた質問への

　回答対応と理事会への説明

●クラブ諮問事項への対応

●新入会員オリエンテーションでの説明

委員長　河上　典子

規約決議・SOLT委員会

●お酒とおつまみセットの販売

委員長　藤井　幸子

歳入委員会

●寄付先の決定

●認証50周年記念式典・祝宴

　日時・場所の決定

●認証50周年記念宣言の作成

実行委員長　藤井　幸子

認証50周年記念事業準備委員会●会報47号作成

●栃木県庁・宇都宮市・下野新聞社訪問

●各報道機関に取材依頼書提出

●各委員会活動時の写真撮影

●ホームページ随時更新

●国際女性デー・ソロプチミストキャンペーン

　　パルティとちぎにキャンペーン用ティシュ配付

委員長　稲　信子

広報委員会

理　　事　　会

●理事会主催パソコン講習会
　•10月4日・11日　大久保知宏  講師

●成功を祝うソロプチミスト賞応募
　一般的知名度
　　プロジェクト名
　　「国際ソロプチミスト宇都宮ホームページ」

●第46回  連盟  隔年大会
　•7月22・23・24日　バーチャル参加

●第35回日本東リジョン大会　オンライン開催
　•4月18日　ホテルニューオータニ東京



委 員 長：福田容子
副委員長：石﨑慶子
委員：新井シヅ　　須賀万里子　　飯塚有美
　　　伊澤史恵　　黒田かおり　　島崎あや子
　　　矢吹佳子　　渡邊洋子
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国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会
委 員 長：草野信子 
副委員長：萩原始子
委員：河上典子　　川名雅美　　大橋百合子
　　　吉田恵美子

環境・保健委員会
委 員 長：大塚順子
副委員長：藤井祐子
委員：五味渕明美　　金子志保子　　草野信子
　　　野田美穂　　　角田郁子

委 員 長：矢吹佳子
副委員長：黒田かおり
委員：藤井幸子　　　福田容子　　櫻井知以子
　　　須賀万里子　　上野鈴子　　横堀幸子

アワード委員会

●国際ソロプチミスト宇都宮奨学会

　　奨学生５名に毎月送金

●善行賞表彰・努力賞送付

●「奨学生認証書授与式及び卒業生を祝う会」

●「夢を拓く：クラブ・ユース・フォーラム」

　　　　　　　オンライン開催

　　日時：2021年5月15日（土）

　　「あなたにとって大切なことは何ですか？」

●茶話会開催　於：護国会館（8/13）

　　夢を拓くプロジェクト

2020年度 委員会活動

委員長　福田　容子

新型コロナウイルス感染症対策５団体へ寄付金贈呈

•１月２月例会
•チャリティーゴルフ大会
•チャリティー寄席
•ソロプチミスト日本財団年次贈呈式
•お花見親睦会
•環境旅行

•そらいろコアラ

•キーデザイン

•とちぎ環境未来基地

•サシバの里自然学校

•とちぎYMCA

「新型コロナウイルス感染症」
感染拡大防止による中止一覧

教育委員会

認証書授与式茶話会

●新入会員

　　候補者検討、審議

●新入会員オリエンテーション

　　及び入会式

入会式

護国会館にて参加於：護国会館

●「夢を生きる賞」　宇都宮　愛子様

  　（公財）宇都宮市医療保健事業団

　　附属宇都宮准看護高等専修学校

●宇都宮市福祉事業に寄附　食器乾燥機

　　ユーファーム平出

●栃木県教育委員会に寄附

　　県立中学校における情報通信技術教育を支援

　　プリンター３台

　　　•県立宇都宮東高等学校附属中学校

　　　•県立佐野高等学校附属中学校

　　　•県立矢板東高等学校附属中学校

●認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎへ賛助金

●認定NPO法人だいじょうぶへ寄付

●認定NPO法人チャイルドラインとちぎへ寄付

県教育委員会贈呈 宇都宮市贈呈

●「命のアサガオ」

　　宇都宮市立田原西小学校

　　　DVD上映と種の回収

　　宇都宮市立岡本小学校　種の配布

●支援物品販売　アジア学院支援

●新型コロナウイルス感染症予防

　　例会時における問診票の受付

●定期収集

　　ユニセフ・ジョイセフ

　　宇都宮市社会福祉協議会へ送付

　　書き損じハガキ・古切手

　　硬貨・未使用プリペイドカード

　　ペットボトルエコキャップ収集

委員長　大塚　順子

環境・保健委員会

宇都宮市立田原西小学校 児童の作品　アサガオのはり絵

委員長　矢吹　佳子

アワード委員会

●育成資金贈呈
　　宇都宮ベンチャークラブ
　　県立宇都宮中央女子高等学校Sクラブ
　　県立益子芳星高等学校Sクラブ
●クリスマスカード郵送
　　ランズクローナクラブ
　　（スウェーデン）
　　　フレンドシップリンク
●県立宇都宮中央女子高校Sクラブ
　　おせち料理作り
●海外子ども支援
　　NPO法人グットネイバーズジャパン
　　　成長を見守るコース　毎月支援

委員長　草野　信子

国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会

育成資金贈呈
宇都宮ベンチャークラブ

於：認定NPO法人とちぎ
ボランティアネットワーク

育成資金贈呈
県立宇都宮中央女子高等学校

●認定NPO法人とちぎボランティア

　　ネットワークへ賛助金

●フードバンク宇都宮へ食品寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団へ寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団

　　顕彰事業各賞応募

　　•奨励事業

　　　　ドリーム賞

　　•顕彰事業

　　　　千嘉代子賞　　國井　修様

　　　　社会ボランティア賞　

　　　　　　　　　　　城山西小と地域振興を考える会

　　　　学生ボランティア賞　作新学院地球環境クラブ

　　•活動資金援助　NPO法人足尾に緑を育てる会

委員長　君島　ゆりか

ソロプチミスト日本財団委員会

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（案）作成

●一般会計・奉仕特別会計　収支推移表作成（３カ月毎）

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（暫定）（案）作成

●財務規定改正（案）随時検討

●予算実行状況報告

委員長　森田　美支子

財務委員会

委員長　白石　洋子

メンバーシップ委員会

●規約・議事法の研鑽と照会への対応

●業務例会「ソロプチミスト教育」の担当と専門委員会

　への依頼

●SI細則・SIA手続改正案・手続改正の説明、改正条項

　周知

●クラブ研修会準備と中止に伴い寄せられた質問への

　回答対応と理事会への説明

●クラブ諮問事項への対応

●新入会員オリエンテーションでの説明

委員長　河上　典子

規約決議・SOLT委員会

●お酒とおつまみセットの販売

委員長　藤井　幸子

歳入委員会

●寄付先の決定

●認証50周年記念式典・祝宴

　日時・場所の決定

●認証50周年記念宣言の作成

実行委員長　藤井　幸子

認証50周年記念事業準備委員会●会報47号作成

●栃木県庁・宇都宮市・下野新聞社訪問

●各報道機関に取材依頼書提出

●各委員会活動時の写真撮影

●ホームページ随時更新

●国際女性デー・ソロプチミストキャンペーン

　　パルティとちぎにキャンペーン用ティシュ配付

委員長　稲　信子

広報委員会

理　　事　　会

●理事会主催パソコン講習会
　•10月4日・11日　大久保知宏  講師

●成功を祝うソロプチミスト賞応募
　一般的知名度
　　プロジェクト名
　　「国際ソロプチミスト宇都宮ホームページ」

●第46回  連盟  隔年大会
　•7月22・23・24日　バーチャル参加

●第35回日本東リジョン大会　オンライン開催
　•4月18日　ホテルニューオータニ東京



委 員 長：福田容子
副委員長：石﨑慶子
委員：新井シヅ　　須賀万里子　　飯塚有美
　　　伊澤史恵　　黒田かおり　　島崎あや子
　　　矢吹佳子　　渡邊洋子

教育委員会

国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会
委 員 長：草野信子 
副委員長：萩原始子
委員：河上典子　　川名雅美　　大橋百合子
　　　吉田恵美子

環境・保健委員会
委 員 長：大塚順子
副委員長：藤井祐子
委員：五味渕明美　　金子志保子　　草野信子
　　　野田美穂　　　角田郁子

委 員 長：矢吹佳子
副委員長：黒田かおり
委員：藤井幸子　　　福田容子　　櫻井知以子
　　　須賀万里子　　上野鈴子　　横堀幸子

アワード委員会

●国際ソロプチミスト宇都宮奨学会

　　奨学生５名に毎月送金

●善行賞表彰・努力賞送付

●「奨学生認証書授与式及び卒業生を祝う会」

●「夢を拓く：クラブ・ユース・フォーラム」

　　　　　　　オンライン開催

　　日時：2021年5月15日（土）

　　「あなたにとって大切なことは何ですか？」

●茶話会開催　於：護国会館（8/13）

　　夢を拓くプロジェクト

2020年度 委員会活動

委員長　福田　容子

新型コロナウイルス感染症対策５団体へ寄付金贈呈

•１月２月例会
•チャリティーゴルフ大会
•チャリティー寄席
•ソロプチミスト日本財団年次贈呈式
•お花見親睦会
•環境旅行

•そらいろコアラ

•キーデザイン

•とちぎ環境未来基地

•サシバの里自然学校

•とちぎYMCA

「新型コロナウイルス感染症」
感染拡大防止による中止一覧

教育委員会

認証書授与式茶話会

●新入会員

　　候補者検討、審議

●新入会員オリエンテーション

　　及び入会式

入会式

護国会館にて参加於：護国会館

●「夢を生きる賞」　宇都宮　愛子様

  　（公財）宇都宮市医療保健事業団

　　附属宇都宮准看護高等専修学校

●宇都宮市福祉事業に寄附　食器乾燥機

　　ユーファーム平出

●栃木県教育委員会に寄附

　　県立中学校における情報通信技術教育を支援

　　プリンター３台

　　　•県立宇都宮東高等学校附属中学校

　　　•県立佐野高等学校附属中学校

　　　•県立矢板東高等学校附属中学校

●認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎへ賛助金

●認定NPO法人だいじょうぶへ寄付

●認定NPO法人チャイルドラインとちぎへ寄付

県教育委員会贈呈 宇都宮市贈呈

●「命のアサガオ」

　　宇都宮市立田原西小学校

　　　DVD上映と種の回収

　　宇都宮市立岡本小学校　種の配布

●支援物品販売　アジア学院支援

●新型コロナウイルス感染症予防

　　例会時における問診票の受付

●定期収集

　　ユニセフ・ジョイセフ

　　宇都宮市社会福祉協議会へ送付

　　書き損じハガキ・古切手

　　硬貨・未使用プリペイドカード

　　ペットボトルエコキャップ収集

委員長　大塚　順子

環境・保健委員会

宇都宮市立田原西小学校 児童の作品　アサガオのはり絵

委員長　矢吹　佳子

アワード委員会

●育成資金贈呈
　　宇都宮ベンチャークラブ
　　県立宇都宮中央女子高等学校Sクラブ
　　県立益子芳星高等学校Sクラブ
●クリスマスカード郵送
　　ランズクローナクラブ
　　（スウェーデン）
　　　フレンドシップリンク
●県立宇都宮中央女子高校Sクラブ
　　おせち料理作り
●海外子ども支援
　　NPO法人グットネイバーズジャパン
　　　成長を見守るコース　毎月支援

委員長　草野　信子

国際親善と理解・
スポンサーシップ委員会

育成資金贈呈
宇都宮ベンチャークラブ

於：認定NPO法人とちぎ
ボランティアネットワーク

育成資金贈呈
県立宇都宮中央女子高等学校

●認定NPO法人とちぎボランティア

　　ネットワークへ賛助金

●フードバンク宇都宮へ食品寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団へ寄付

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団

　　顕彰事業各賞応募

　　•奨励事業

　　　　ドリーム賞

　　•顕彰事業

　　　　千嘉代子賞　　國井　修様

　　　　社会ボランティア賞　

　　　　　　　　　　　城山西小と地域振興を考える会

　　　　学生ボランティア賞　作新学院地球環境クラブ

　　•活動資金援助　NPO法人足尾に緑を育てる会

委員長　君島　ゆりか

ソロプチミスト日本財団委員会

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（案）作成

●一般会計・奉仕特別会計　収支推移表作成（３カ月毎）

●一般会計・奉仕特別会計　予算書（暫定）（案）作成

●財務規定改正（案）随時検討

●予算実行状況報告

委員長　森田　美支子

財務委員会

委員長　白石　洋子

メンバーシップ委員会

●規約・議事法の研鑽と照会への対応

●業務例会「ソロプチミスト教育」の担当と専門委員会

　への依頼

●SI細則・SIA手続改正案・手続改正の説明、改正条項

　周知

●クラブ研修会準備と中止に伴い寄せられた質問への

　回答対応と理事会への説明

●クラブ諮問事項への対応

●新入会員オリエンテーションでの説明

委員長　河上　典子

規約決議・SOLT委員会

●お酒とおつまみセットの販売

委員長　藤井　幸子

歳入委員会

●寄付先の決定

●認証50周年記念式典・祝宴

　日時・場所の決定

●認証50周年記念宣言の作成

実行委員長　藤井　幸子

認証50周年記念事業準備委員会●会報47号作成

●栃木県庁・宇都宮市・下野新聞社訪問

●各報道機関に取材依頼書提出

●各委員会活動時の写真撮影

●ホームページ随時更新

●国際女性デー・ソロプチミストキャンペーン

　　パルティとちぎにキャンペーン用ティシュ配付

委員長　稲　信子

広報委員会

理　　事　　会

●理事会主催パソコン講習会
　•10月4日・11日　大久保知宏  講師

●成功を祝うソロプチミスト賞応募
　一般的知名度
　　プロジェクト名
　　「国際ソロプチミスト宇都宮ホームページ」

●第46回  連盟  隔年大会
　•7月22・23・24日　バーチャル参加

●第35回日本東リジョン大会　オンライン開催
　•4月18日　ホテルニューオータニ東京



委 員 長：君島ゆりか
副委員長：森田恵美
委員：新井美代子　　川名雅美　　小杉恵子
　　　水沼雅子　　　上野和子

ソロプチミスト日本財団委員会

委 員 長：藤井幸子
副委員長：黒田かおり
委員：新井シヅ　　林　敦子　　　石﨑慶子
　　　稲　信子　　近藤和子　　　峰岸純代
　　　野田美穂　　大橋百合子　　名取温子

認証50周年記念事業準備委員会

財務委員会
委 員 長：森田美支子
副委員長：並木久子
委員：林　敦子　　稲　信子　　峰岸純代
　　　森田恵美

メンバーシップ委員会
委 員 長：白石洋子
副委員長：櫻井知以子
委員：藤井祐子　　五味渕明美　　金子志保子
　　　山崎トヨ　　吉田恵美子

委 員 長：河上典子
副委員長：横堀幸子
委員：新井シヅ　　飯塚有美　　伊澤史恵
　　　斎藤利恵　　渡邊洋子

規約決議・SOLT委員会

歳入委員会
委 員 長：藤井幸子
副委員長：島崎あや子
委員：新井美代子　　萩原始子　　　林　敦子
　　　稲　信子　　　君島ゆりか　　近藤和子
　　　黒田かおり　　峰岸純代　　　野田美穂
　　　大塚順子　　　斎藤利恵　　　白石洋子

2020.7～2021.6

未来へつなぐ
国際ソロプチミスト宇都宮
　　第46代会長　名取　温子

会報  47号

　世界中で猛威を振う新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、
今期の活動は、コロナに翻弄された１年でございました。来期、認証50
周年を迎える歴史ある国際ソロプチミスト宇都宮の会長としての重責を

担うことに加え、その時々の状況を判断しながらのクラブ運営は、試行錯誤の連続でした。
　当初計画した様々な活動(本文中止一覧参照)が中止や延期、大幅な制限下での実施を余
儀なくされました。しかし、このような時こそ困難な状況にある女性や未来を担う子ども
たちに思いを寄せ、国際ソロプチミストの使命である「教育を通して女性と女児の夢を応
援し、生活向上を目指す」為の支援を継続しなければならないとの強い思いで活動を致し
ました。
　9月、子どもたちに、豊かな心が育まれることを願い、記念すべき10年目の「命のアサ
ガオ」活動を宇都宮市立田原西小学校で実施致しました。次年度は、岡本小学校にリレー
されます。10月、今期の日本東リジョン大会が初のオンライン開催となることから、時代
の要請に対応するため理事会主催、会員向け「パソコン講習会」を2日間にわたり開催。会
員の皆様が持ち合わせている柔軟性と多様性を追求する向上心に敬服致しました。新たな
試みは会員が集い話し合う対面の重要性に気づく結果となり、会員お一人おひとりの「心
をひとつ」にする為の継続した努力の大切さを実感致しました。3月、延期していた新入会
員1名の入会式、第46回目の「奨学生認証書授与式及び卒業を祝う会」を同日開催。会員
一同、慶びを共にした1日となりました。5月、隔年開催の「クラブ・ユース・フォーラ
ム」を初のオンラインで実施。7月18日オンライン形式で開催される「第12回日本東リ
ジョン・ユース・フォーラム」に参加する2名を選出致しました。今期最後の活動を成功裏
に終えることができ感慨もひとしおでございました。
　このコロナ禍はオンラインの活用が急速に進む一方、社会の弱者、中でも女性や子ども
たちへの影響が大きくなっていることから、認定NPO法人とちぎボランティアネットワー
クを通して、子どもの活動に重点を置く5団体に緊急支援の寄付を行いました。未来を担う
子どもたちが夢を拓いてくれることを願ってやみません。
　時代の大転換期の中、間もなく国際ソロプチミストは100周年、宇都宮クラブは認証50
周年を迎えます。この間、東日本大震災、台風19号などの自然災害、今も続く新型コロナ
感染症の蔓延など幾つもの困難を経験致しました。宇都宮クラブの奉仕活動の継続が、明
るい未来に繋がっていくことを願っております。
　1年間、理事会メンバー、会員の皆様、さらに関係する多くの皆様のご理解ご協力を頂き、
様々な試練を共に乗り越えることができました。また、多くの学びや新たな試みの機会を
与えてくださったことに心より御礼申し上げます。

これからの活躍に
　　ご期待申し上げます

初代会長　福嶋 伎久枝　揮毫

2020年度　理事会

会　　　長 名取　温子
副　会　長 花岡真理子
レコーディングセクレタリー 近藤　和子
コレスポンディングセクレタリー 野田　美穂
トレジャラー 峰岸　純代
理　　　事 黒田かおり

新会長プロフィール
　林　敦子会員は1983年入会。クラ
ブにおいては、Ｃセクレタリー2期、
トレジャラー3期、会長、副会長など
を歴任。長年、財務委員会でクラブの
財政を担当してこられました。日本東
リジョンでは、ソロプチミスト日本財
団委員長を務められ、2020年度から
は、（公財）ソロプチミスト日本財団
評議員に就任。
　家庭ではよき妻、会社では取締役と

して多忙な日々を過ごし、趣味のゴルフ、日本画と何事にも全
力投球される先輩です。
　クラブ認証50周年を迎え、再び会長職をお引き受け下さい
ました。困難な状況に置かれている女性と女児への支援を柱に
現状に合ったクラブ運営を目標とし、50年の総括とこれから
の未来に向けてクラブを導いてくださるものと存じます。　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事　黒田かおり
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　昨年からの新型コロナウイ
ルス感染症の影響により例会
や委員会活動が中止や縮小を
余儀なくされた中での会報誌
作成。制限のある中、皆様の
御協力により会報47号を発行
することが出来ました。心よ
り感謝申し上げます。
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