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共に生きる
国際ソロプチミスト宇都宮
　　第45代会長　黒田　かおり

会報  46号

　昨年７月に会長職を引き継ぎました時は、令和という新しき御代に
なり、国中に晴れやかな空気が満ち満ちておりました。私も新しき世
に会員の皆様と共に、困難な状況にある子供たちに寄り添い、より良

き社会のための一助を担えたらという思いでスタート致しました。
　特に「夢を拓く」プロジェクトは、７月に日本東リジョンから鹿島佐絵プログラム委員
長をお招きし、勉強会を開催致しました。８月、児童養護施設「下野三楽園」様にて、
キャリアサポート講演会を行い、更に県立宇都宮中央女子高等学校、県立益子芳星高等
学校のＳクラブ２校に於いて３月に講演会開催の計画。８月と12月には、クラブ奨学生
を対象に、宇都宮大学の学生たちと茶話会を開き、参加者からは夢を実現するための手が
かりになったとの感想を得ることが出来ました。
　10月３日、恒例の第７回チャリティーゴルフ大会を開催し、盛会裡に終える事が出来
ました。しかし、10月12日夜、台風19号による記録的豪雨が県内各地で河川氾濫や堤防
の決壊を引き起こし甚大なる被害が発生しました。災害の少ない街として知られる宇都宮
市でも田川が氾濫し、市内中心部が被害を受けました。日本東リジョンから被害の大き
かった関東３県に義援金を頂きました。県内８クラブで県庁を訪問し、福田富一知事にお
届け致しました。当クラブでも、宇都宮市と下野新聞社に義援金を贈呈致しました。日本
東リジョンソロプチミスト会員の皆々様の「ONE TEAM」に感謝申し上げます。
　１月、新会員を迎え42名となり、大変嬉しい令和２年を迎えました。
　２月、２名の善行賞表彰を行いました。
　３月、台風被害から復興途上の中、新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し、パン
デミックとなり、４月16日緊急事態宣言が発令されました。楽しみにしておりました春
風亭昇太師匠によるチャリティー寄席、半年がかりで準備した「夢を拓く」プロジェクト、
栃木県内姉妹８クラブ合同の国際女性デーソロプチミスト・キャンペーン等全ての行事を
断腸の思いで中止致しました。
　自然災害や感染症蔓延など社会情勢が不安定な状況は弱い立場の人々をより困難な事
態に追い込みます。DV、児童虐待の増加が報告され、胸が痛みます。今後これらの人々
に寄り添う活動をしていけたらと願っております。
　そのような中、長年の夢であったSI宇都宮のホームページを開設することが出来ました
ことは何よりの喜びでした。ご協力いただきました方々に心よりお礼申し上げます。これ
からは、宇都宮クラブの活動を随時発信していく所存でございます。
　最後になりましたが、拙い私を１年間支えてくださいました理事会メンバー、会員の皆
様に心からの感謝を捧げます。コロナ禍後の世界は激変するかもしれませんが、人と人と
の繋がりや信頼関係は失ってはいけないものです。これからも共に生きて行きましょう！
　皆々様のご健勝をご祈念申し上げ、次年度へのご協力、ご支援をお願い申し上げます。

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

2019年度　理事会
会　　　長 黒田かおり
副　会　長 林　　敦子
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 森田　恵美
理　　　事 横堀　幸子

https://www.si-utsunomiya.com

新会長プロフィール
　名取温子会員は、入会4年目にし
て2012年度第38代会長をされ、
その後クラブ理事・コレスポン
ディングセクレタリー・各委員長
に就任されました。
　2018～2020年期SIA日本東リ
ジョン資金調達委員会委員、更に
二年後のクラブ認証50周年準備委
員会委員としても選任され、ご活
躍されております。
　ご家庭におきましては、３人の
お子様の良き母であり、お仕事で

はご主人の右腕としてご活躍中です。お忙しい日々の中、
生け花、ガーデニングを趣味とされ、心豊かなお優しい
お人柄です。
　クラブ認証50周年を目前に控えて、これからのSI宇都
宮の未来を託し牽引していただくに相応しい新会長と信
じております。　　　　　　　　　　　理事　横堀幸子
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2020年度　理事会

夢を生きる：女性のための教育・訓練賞　受賞
　渡部　麻菜様
（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

日 本 東 リ ジ ョ ン 賞

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団
　•社会ボランティア賞
　　　楡木小学校KLV：中村　昭子様
　•学生ボランティア賞
　　　県立宇都宮工業高等学校　科学技術研究部

ク ラ ブ 表 彰

●西澤　紗弓さん（宇都宮市立泉が丘中学校３年）
●濱﨑穂乃香さん（宇都宮市立横川中学校３年）

善 行 賞 表 彰

●新奨学生（第46回生）
　•高橋　沙希さん（県立宇都宮女子高等学校）
●在校生（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（文星芸術大学附属高等学校）
●在校生（第44回生）
　•安生　琉奈さん（県立宇都宮南高等学校）
　•石川かほ子さん（私立宇都宮短期大学附属高等学校）
●卒業生
　•濫觴　沙織さん

ク ラ ブ 奨 学 生

●伊澤　史恵さん
　（2020.1.1）

新 入 会 員 紹 介

論文奨励賞　受賞
　菅井　優里様（私立作新学院高等学校）

日本東リジョン・ユース・フォーラム

援助事業　受賞
　ソロプチミスト日本財団活動資金援助
　クリエイティブ・レインボープロジェクト　林　香君様

公益財団法人ソロプチミスト日本財団

ファウンダーデー
ファウンダーガバナーデー

ホームページ開設

　今年は、災害の多い年になりました。10月は台風19号が県都宇都宮の中心
部を流れる田川の氾濫で水害が発生しました。令和２年２月より新型コロナウ
イルス感染症で自粛要請を受けました。２年後認証50周年を迎えます。半世
紀の中でのひと綴りの記憶に残る会報誌を作りました。ご協力下さいました
皆々様に心より御礼申し上げます。                     広報委員長　小杉　恵子　

編集後記

広報委員長　小杉恵子　　副委員長　大橋百合子
委員：近藤和子・花岡真理子・峰岸純代・大塚順子・角田郁子

植樹：田川と武名瀬川合流地点（谷地賀橋北）



●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」
●第11回日本東リジョン・ユース・フォーラム参加
　　日時：2019年7月30日（火）
　　　於：国連大学ウ・タント国際会議場
　菅井優里さん　論文奨励賞受賞
　　　　　　　（私立作新学院高等学校）
　駒場綾乃さん（県立宇都宮北高等学校）
●茶話会開催　於：護国会館（8/14・12/22）
　夢を拓くプロジェクトとして東リジョンに報告

委員長　福田　容子

2019年度 委員会活動

「夢を拓く」勉強会

宇都宮ベンチャークラブ アジア学院

チャリティーゴルフ大会

日本東リジョン・ユース・フォーラム参加 奨学生認証書授与式

教 育 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
　カード作成：県立宇都宮中央女子高等学校Sクラブ
　贈呈先：ランズクローナクラブ（スウェーデン）
　　　　　児童養護施設きずな
●県立宇都宮中央女子高等学校Sクラブ
　おせち料理作りに参加
●宇都宮ベンチャークラブ活動に協力
　児童養護施設きずなとのお料理会に参加
●卓話・物品の販売に協力
　講師：学校法人アジア学院農村指導者養成専門学校
　　　　校長　荒川　朋子先生
●海外子ども支援
　NPO法人 グッドネイバーズ・ジャパン
　　　　成長を見守るコース（月/＠1,000）

委員長　萩原　始子

令和元年東日本台風（19号）義援金

●「夢を拓く」勉強会開催　於：護国会館
●「夢を拓く」プログラムの実施
　　於：児童養護施設社会福祉法人下野三楽園
●宇都宮市福祉事業に寄附
　㈱在宅支援ネットワーク　生活介護はなみずき
●栃木県基金事業に寄附
　輝くとちぎの人づくり推進基金
●女性と女児のためのソロプチミスト・クラブ助成金申請
●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 だいじょうぶへ文房具寄付
●認定NPO法人 チャイルドラインとちぎへ寄付
●子どもの虐待防止ネットワークとちぎへ広告協賛
●国際女性デー　ソロプチミスト・キャンペーン　中止
●「夢を拓く」プログラムの実施　　　　　　　　中止
　•県立宇都宮中央女子高等学校
　•県立益子芳星高等学校

委員長　名取　温子
ア ワ ー ド 委 員 会

●「命のアサガオ」DVD上映と種の配布
　宇都宮市立城山東小学校　DVD上映、種の回収
　宇都宮市立田原西小学校　種の配布
●東日本大震災被災地支援物資販売
　　於：チャリティーゴルフ大会会場内
●環境視察旅行　　中止
　　日　時：2020年5月28日（木）
　　視察地：国立きぬ川学院＆川治ダム見学
●定期収集
　Unicef・ジョイセフ・
　宇都宮市社会福祉協議会へ送付
　硬貨・書き損じハガキ・使用済インクカートリッジ
　古切手・ペットボトルキャップ収集

委員長　大塚　順子
環 境 ・ 保 健 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ヶ月毎）
●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

●新入会員候補者検討、審議
●フレンドシップパーティー開催
　　日時：2019年11月28日（木）
　　　於：オトワレストラン
●新入会員オリエンテーション及び入会式

委員長　稲　信子
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手続き改正の説明、周知
●クラブ細則、内規の検討と、理事会への改正提案

委員長　河上　典子
規約決議・SOLT委員会

●第7回チャリティーゴルフ大会開催
　　日時：2019年10月3日（木）
　　場所：宇都宮カンツリークラブ
●チャリティー寄席　中止
　春風亭昇太師匠
　　日時：2020年3月3日（火）
　　　於：宇都宮市文化会館小ホール

委員長　藤井　幸子
歳 入 委 員 会

●会報46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
●日本東リジョンホームページ「クラブ活動」更新
●クラブ･リーフレット（500部印刷）
　「ソロプチミストってなぁに？」刷新
　10月東リジョンメールを受け一部文言の変更

委員長　小杉　恵子
広 報 委 員 会

国際親善と理解・スポンサーシップ委員会

●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年次贈呈式出席
　　於：みやこメッセ（京都）
●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　　　　　金澤翔子様（書道家）
　•顕彰事業
　　　千嘉代子賞　　　　　國井　修様（医師）
　　　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　県立益子芳星高等学校JRC部
　•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

被災地支援物資販売

創立40周年記念ソロプチミスト日本財団年次贈呈式

東リジョンより栃木県に60万円 宇都宮市14万円
下野新聞10万円

宇都宮市立城山東小学校

宇都宮市長佐藤栄一様
生活介護はなみずき様

2月からのイベント、
集会の自粛が続く
•チャリティー寄席の中止
•国際女性デーソロプチミスト
　キャンペーンの中止
•環境視察旅行の中止
•「夢を拓く」プログラムの
　中止

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため
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●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ヶ月毎）
●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

●新入会員候補者検討、審議
●フレンドシップパーティー開催
　　日時：2019年11月28日（木）
　　　於：オトワレストラン
●新入会員オリエンテーション及び入会式

委員長　稲　信子
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手続き改正の説明、周知
●クラブ細則、内規の検討と、理事会への改正提案

委員長　河上　典子
規約決議・SOLT委員会

●第7回チャリティーゴルフ大会開催
　　日時：2019年10月3日（木）
　　場所：宇都宮カンツリークラブ
●チャリティー寄席　中止
　春風亭昇太師匠
　　日時：2020年3月3日（火）
　　　於：宇都宮市文化会館小ホール

委員長　藤井　幸子
歳 入 委 員 会

●会報46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
●日本東リジョンホームページ「クラブ活動」更新
●クラブ･リーフレット（500部印刷）
　「ソロプチミストってなぁに？」刷新
　10月東リジョンメールを受け一部文言の変更

委員長　小杉　恵子
広 報 委 員 会

国際親善と理解・スポンサーシップ委員会

●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年次贈呈式出席
　　於：みやこメッセ（京都）
●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　　　　　金澤翔子様（書道家）
　•顕彰事業
　　　千嘉代子賞　　　　　國井　修様（医師）
　　　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　県立益子芳星高等学校JRC部
　•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

被災地支援物資販売

創立40周年記念ソロプチミスト日本財団年次贈呈式

東リジョンより栃木県に60万円 宇都宮市14万円
下野新聞10万円

宇都宮市立城山東小学校

宇都宮市長佐藤栄一様
生活介護はなみずき様

2月からのイベント、
集会の自粛が続く
•チャリティー寄席の中止
•国際女性デーソロプチミスト
　キャンペーンの中止
•環境視察旅行の中止
•「夢を拓く」プログラムの
　中止

新型コロナウイルス
感染症拡大防止のため



2019.7～2020.6

共に生きる
国際ソロプチミスト宇都宮
　　第45代会長　黒田　かおり

会報  46号

　昨年７月に会長職を引き継ぎました時は、令和という新しき御代に
なり、国中に晴れやかな空気が満ち満ちておりました。私も新しき世
に会員の皆様と共に、困難な状況にある子供たちに寄り添い、より良

き社会のための一助を担えたらという思いでスタート致しました。
　特に「夢を拓く」プロジェクトは、７月に日本東リジョンから鹿島佐絵プログラム委員
長をお招きし、勉強会を開催致しました。８月、児童養護施設「下野三楽園」様にて、
キャリアサポート講演会を行い、更に県立宇都宮中央女子高等学校、県立益子芳星高等
学校のＳクラブ２校に於いて３月に講演会開催の計画。８月と12月には、クラブ奨学生
を対象に、宇都宮大学の学生たちと茶話会を開き、参加者からは夢を実現するための手が
かりになったとの感想を得ることが出来ました。
　10月３日、恒例の第７回チャリティーゴルフ大会を開催し、盛会裡に終える事が出来
ました。しかし、10月12日夜、台風19号による記録的豪雨が県内各地で河川氾濫や堤防
の決壊を引き起こし甚大なる被害が発生しました。災害の少ない街として知られる宇都宮
市でも田川が氾濫し、市内中心部が被害を受けました。日本東リジョンから被害の大き
かった関東３県に義援金を頂きました。県内８クラブで県庁を訪問し、福田富一知事にお
届け致しました。当クラブでも、宇都宮市と下野新聞社に義援金を贈呈致しました。日本
東リジョンソロプチミスト会員の皆々様の「ONE TEAM」に感謝申し上げます。
　１月、新会員を迎え42名となり、大変嬉しい令和２年を迎えました。
　２月、２名の善行賞表彰を行いました。
　３月、台風被害から復興途上の中、新型コロナウイルス感染症が世界中に拡大し、パン
デミックとなり、４月16日緊急事態宣言が発令されました。楽しみにしておりました春
風亭昇太師匠によるチャリティー寄席、半年がかりで準備した「夢を拓く」プロジェクト、
栃木県内姉妹８クラブ合同の国際女性デーソロプチミスト・キャンペーン等全ての行事を
断腸の思いで中止致しました。
　自然災害や感染症蔓延など社会情勢が不安定な状況は弱い立場の人々をより困難な事
態に追い込みます。DV、児童虐待の増加が報告され、胸が痛みます。今後これらの人々
に寄り添う活動をしていけたらと願っております。
　そのような中、長年の夢であったSI宇都宮のホームページを開設することが出来ました
ことは何よりの喜びでした。ご協力いただきました方々に心よりお礼申し上げます。これ
からは、宇都宮クラブの活動を随時発信していく所存でございます。
　最後になりましたが、拙い私を１年間支えてくださいました理事会メンバー、会員の皆
様に心からの感謝を捧げます。コロナ禍後の世界は激変するかもしれませんが、人と人と
の繋がりや信頼関係は失ってはいけないものです。これからも共に生きて行きましょう！
　皆々様のご健勝をご祈念申し上げ、次年度へのご協力、ご支援をお願い申し上げます。

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

2019年度　理事会
会　　　長 黒田かおり
副　会　長 林　　敦子
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 森田　恵美
理　　　事 横堀　幸子

https://www.si-utsunomiya.com

新会長プロフィール
　名取温子会員は、入会4年目にし
て2012年度第38代会長をされ、
その後クラブ理事・コレスポン
ディングセクレタリー・各委員長
に就任されました。
　2018～2020年期SIA日本東リ
ジョン資金調達委員会委員、更に
二年後のクラブ認証50周年準備委
員会委員としても選任され、ご活
躍されております。
　ご家庭におきましては、３人の
お子様の良き母であり、お仕事で

はご主人の右腕としてご活躍中です。お忙しい日々の中、
生け花、ガーデニングを趣味とされ、心豊かなお優しい
お人柄です。
　クラブ認証50周年を目前に控えて、これからのSI宇都
宮の未来を託し牽引していただくに相応しい新会長と信
じております。　　　　　　　　　　　理事　横堀幸子
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国際ソロプチミスト日本東リジョン
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次年度会長
名取　温子

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

名　取　温　子
花　岡　真理子
近　藤　和　子
野　田　美　穂
峰　岸　純　代
黒　田　かおり

2020年度　理事会

夢を生きる：女性のための教育・訓練賞　受賞
　渡部　麻菜様
（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

日 本 東 リ ジ ョ ン 賞

●公益財団法人ソロプチミスト日本財団
　•社会ボランティア賞
　　　楡木小学校KLV：中村　昭子様
　•学生ボランティア賞
　　　県立宇都宮工業高等学校　科学技術研究部

ク ラ ブ 表 彰

●西澤　紗弓さん（宇都宮市立泉が丘中学校３年）
●濱﨑穂乃香さん（宇都宮市立横川中学校３年）

善 行 賞 表 彰

●新奨学生（第46回生）
　•高橋　沙希さん（県立宇都宮女子高等学校）
●在校生（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（文星芸術大学附属高等学校）
●在校生（第44回生）
　•安生　琉奈さん（県立宇都宮南高等学校）
　•石川かほ子さん（私立宇都宮短期大学附属高等学校）
●卒業生
　•濫觴　沙織さん

ク ラ ブ 奨 学 生

●伊澤　史恵さん
　（2020.1.1）

新 入 会 員 紹 介

論文奨励賞　受賞
　菅井　優里様（私立作新学院高等学校）

日本東リジョン・ユース・フォーラム

援助事業　受賞
　ソロプチミスト日本財団活動資金援助
　クリエイティブ・レインボープロジェクト　林　香君様

公益財団法人ソロプチミスト日本財団

ファウンダーデー
ファウンダーガバナーデー

ホームページ開設

　今年は、災害の多い年になりました。10月は台風19号が県都宇都宮の中心
部を流れる田川の氾濫で水害が発生しました。令和２年２月より新型コロナウ
イルス感染症で自粛要請を受けました。２年後認証50周年を迎えます。半世
紀の中でのひと綴りの記憶に残る会報誌を作りました。ご協力下さいました
皆々様に心より御礼申し上げます。                     広報委員長　小杉　恵子　

編集後記

広報委員長　小杉恵子　　副委員長　大橋百合子
委員：近藤和子・花岡真理子・峰岸純代・大塚順子・角田郁子

植樹：田川と武名瀬川合流地点（谷地賀橋北）


