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初代会長

福嶋 伎久枝

揮毫

未来にバトンを繋ぐ
国際ソロプチミスト宇都宮
敦子
第47代会長 林
三期続きの新型コロナ禍の中、今期宇都宮クラブは認証50周
年を迎えました。通常の継続事業の外に、認証50周年記念事業
も加わり、私達会員は一丸となり奉仕活動に取り組みました。各
委員会は手を抜くことなく、知恵を出し合い奉仕活動を滞りなく実施することが出
来ました。宇都宮クラブは50年の歴史を基に、多岐にわたる奉仕活動を展開して
おります。1975年創設の宇都宮奨学会は今期48回生2名を迎えました。1982年
創設の善行賞には、社会や家庭に明るい善意の灯をともしている中学生2名を表彰
しました。「命のアサガオ」はアサガオを育てながら命の大切さを小学生に伝える
活動で11年目になります。今期は宇都宮市立岡本小学校で実施致しました。認証
10周年記念事業として宇都宮ベンチャークラブを、認証25周記念事業としてSク
ラブ2校シグマソサエティ1校を創設し毎年支援を続けております。アメリカ連盟
プログラムの「夢を生きる賞」では日本東リジョン奨励賞を受賞しました。ソロプ
チミスト日本財団顕彰事業各賞の応募者にクラブ賞を授与し、その功績を讃えまし
た。「国際女性デー」では私達の活動をミモザの花で飾り、女性の活動をアピール
しました。今期2名の新会員の入会は会員にとって大変嬉しいことでした。クラブ
財務関係管理・ソロプチミスト教育・一般的知名度向上のための広報活動・会報発
行・歳入事業は、奉仕活動を支えるために、車の両輪のように重要な役目をになっ
ております。特に、歳入活動は恒例のチャリティーゴルフ大会の外に、今期新たに、
コロナ禍の中でも人と密にならずに出来る「バーチャリティーウォーク」「ドライ
ブ イン コンサート」を開催し成功致しました。これは、会員の皆様の創意工夫と
努力の賜物です。今後の活動に生かされることと存じます。今期後半に、宇都宮ク
ラブは宇都宮市より市政功労者として表彰をうけました。この表彰は、諸先輩方の
長きにわたる地道な活動が認められた結果と思います。これからの私達の奉仕活動
を実施するに当たり、大いに励みとなります。長い年月の奉仕活動の積み重ねと会
員皆様の努力が、クラブの力となることを実感した一年でした。
更なる宇都宮クラブの発展を祈り、次期にエールを捧げます。

認証50周年記念宣言
かかげます 奉仕の尊さを
築きます 豊かな未来を
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教育委員会
委員長：石﨑慶子
副委員長：名取温子
委員：新井シヅ・飯塚有美・君島ゆりか・野田美穂
島崎あや子・渡邊洋子

例会公式訪問
例会公

日本東リジョン
渡辺史子ガバナー
大橋百合子セクレタリー
タリー

5月業務例会

2022年5月19日

第36回日本東リジョン大会授賞式
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・教育委員と手紙を交換
善行賞（２名）・努力賞（65名）に表彰状送付
第48回生奨学生認証書授与式と第45回生卒業を
祝う会

環境・保健委員会
委員長：野田美穂
副委員長：藤井祐子
委員：新井美代子・五味渕明美・花岡真理子
金子志保子・西山緑・角田郁子

授
授賞式の林敦子会長

日
2022年4月17日

国際親善と理解・スポンサーシップ委員会
委員長：森田恵美
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

「命のアサガオ」種の贈呈式を宇都宮市立岡本小
学校（11校目）にて実施、次年度の宇都宮市立雀
宮東小学校（12校目）へ種の配布
新型コロナウイルス感染症予防のため例会時にお
ける問診票受付・検温
定期収集 ユニセフ・ジョイセフへ送付（ペットボトル
エコキャップ、使用済みインクカートリッジ、硬貨、未使
用プリペイドカード、はがき）

命の大切さを伝えて11年目
「命のアサガオ」宇都宮市立岡本
小学校にて 2021年12月9日
子供たちの観察日記を頂きました。

育成資金贈呈
宇都宮ベンチャークラブ
栃木県立益子芳星高等学校Sクラブ
栃木県立宇都宮中央女子高等学校・宇都宮中央
高等学校Sクラブ
クリスマスカード郵送 フレンドシップ・リンク
SIランズクローナ（スウェーデン）SIコナ（ハワイ）
認定NPO法人グッドネーバーズ・ジャパン
成長を見守るコース 毎月支援

ベンチャークラブ長尾会長と
新入会員の似鳥会員・黒須会員
2022年5月19日例会前訪問

県立宇都宮中央女子高等学校
Sクラブの手作りカードを、
SIランズクローナ・SIコナ
に送りました。

経済的社会開発・人権/女性
アワード（ の地位、
）委員会
SIAアワード

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

夢を生きる：女性のための教育・訓練賞
日本東リジョン奨励賞 受賞
秋葉美緒さん（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
夢を拓く：女子中高生のためのキャリア・サポート
オンラインダイジェスト版 参加

オンライン参加の高校生
2022年3月29日

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

Happy Message〜心ひとつに〜リジョンに送付
新入会員 候補者検討・審議
新入会員にオリエンテーション及び入会式
SI宇都宮を知る（認証50周年期に歴代会長より
当時の様子を伺う）

日本東リジョン奨励賞贈呈
2022年4月27日

ソロプチミスト日本財団
委員長：君島ゆりか
副委員長：矢吹佳子
委員：新井美代子・川名雅美・小杉恵子・水沼雅子
望月善子・上野和子・渡邊洋子

フードバンク宇都宮へ食品等寄付
（公財）ソロプチミスト日本財団
顕彰・援助事業及び支援・顕彰事業応募
千嘉代子賞：応募
ドリーム賞：応募
社会ボランティア賞：
とちぎボランティアネットワーク理事長 矢野正広氏
学生ボランティア賞：
栃木県立真岡北陵高等学校 家庭クラブ

Happy Message 〜心ひとつに〜

規約決議・SOLT委員会
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・黒田かおり・斎藤利恵

規約・議事法の研鑚と照会への対応
業務例会「ソロプチミスト教育」クラブ研修会担当
新入会員オリエーテション（メンバーシップ委員会
招請）での説明
SIA手続改正、リジョン細則改正の説明、改正条
例周知
クラブ諮問事項への対応

財務委員会

おめでとうございます

委員長：森田美支子
副委員長：並木久子
委員：福田容子・花岡真理子・峰岸純代

チャーターメンバー

水沼 雅子会員
日本東リジョン
特別賞受賞
（在籍50年の会員に贈られます）

成功を祝うソロプチミスト賞
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一般会計・奉仕特別会計 収支予算書（案）作成
一般会計・奉仕特別会計 収支推移表作成（3か月毎）
一般会計・奉仕特別会計 収支予算書（暫定）
（案）作成
財務規定改正（案）随時提案
予算実行状況報告

一般的知名度「国際ソロプチミスト宇都宮ホームページ」で
日本東リジョン奨励賞受賞

広報委員会
委員長：近藤和子
副委員長：小杉恵子
委員：藤井幸子・石﨑慶子・森田恵美・大橋百合子
角田郁子

歳入委員会
委員長：藤井幸子
副委員長：島崎あや子
委員：萩原始子・林敦子・稲信子・近藤和子
草野信子・峰岸純代・名取温子・大塚順子
斎藤利恵・白石洋子・渡邊洋子

会報48号作成
クラブリーフレット「ソロプチミストってなぁに？」作成
栃木県庁・宇都宮市役所・下野新聞社・とちぎテレ
ビ訪問
各報道機関に取材依頼
日本東リジョンホームページ「クラブ活動だより」
随時更新
宇都宮ホームページ随時更新
国際女性デー ソロプチミスト・キャンペーン展示
認証50周年記念誌作成

国際女性デーソロプチミスト・キャンペーンの展示
ミモザの花で飾りました。2022年3月3日〜8日

認証50周年記念事業第9回チャリティーゴルフ大会
宇都宮カンツリークラブに於いて
認証50周年記念事業バーチャリティーウォーク
お好きな時間にお好きな場所を歩いて合計歩数を競う
認証50周年記念事業ドライブインコンサート
栃木県護国神社境内にて車載FMで音楽を楽しむ

護国神社境内でのドライブインコンサート
荘厳な境内に美しい音色が響きました。

認証50周年記念事業実行委員会

認 証 50周 年 記 念 式 典

委員長：藤井幸子
副委員長：白石洋子
委員：新井シヅ・林敦子・石﨑慶子・稲信子
黒田かおり・近藤和子・峰岸純代
名取温子・野田美穂・大橋百合子

2022年6月2日 於：宇都宮東武ホテルグランデ

2019年12月に準備委員会を立ち上げ、式典までに約２
年間の準備期間をいただきました。あいにくコロナ禍で思
うような活動ができませんでしたが、その中で、宇都宮ク
ラブ認証からの50年の歴史を振り返り、きらめく未来に向
けての心構えを考える良い機会となりました。

栃木県へ寄附（理工系分野における女性活躍
促進事業）
栃木県へ（いちご一会募金）銘板を寄附
宇都宮市へ災害時対応車「ライズG」を寄贈
クリエイティブ・レインボープロジェクトへ
寄付
認定NPO法人ウイメンズハウスとちぎへ寄付
認定NPO法人だいじょうぶへ寄付
NPO法人そらいろコアラへ寄付
（公財）ソロプチミスト日本財団へ寄付
国際ソロプチミストアメリカへ寄付
国際ソロプチミストアメリカ日本東リジョンへ寄付
認証50周年記念事業第9回チャリティーゴルフ大会
認証50周年記念事業バーチャリティーウォーク
認証50周年記念事業ドライブインコンサート

認証50周年記念事業実行委員長 藤井幸子

栃木県へ「理工系分野における女性活躍促進事業」に寄附
福田富一栃木県知事を囲んで 2021年8月2日

宇都宮市へ災害時対応車
「ライズ G」
を寄贈
宇都宮市庁舎玄関前にて
佐藤栄一宇都宮市長と
2021年7月29日

チャリティーゴルフの優勝者

2021年10月6日

認証50周年記念バーチャリティーウォークの収益金を
「NPO法人そらいろコアラ」に寄付
写真右はそらいろコアラ共同代表の鳥飼蓬子氏

新会長プロフィール
宇都宮市
市政功労表彰
彰
令和4年4月1日

清原中央公園1988〜1994年に植樹・ソロプチミストの森

クラブ表彰
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
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
4月例会後の授賞式にて

クラブ奨学生
新奨学生（第48回生）
高根澤花華さん（栃木県立矢板東高等学校）
渡部 友梨さん（栃木県立黒磯高等学校）
奨学生（第47回生）
加藤
蓮さん（栃木県立宇都宮北高等学校）
小山田日々季さん（栃木県立宇都宮商業高等学校）
奨学生（第46回生）
髙橋 沙希さん（栃木県立宇都宮女子高等学校）
卒業生（第45回生）
深谷 光希さん
鈴木 琴音さん

野田美穂会員は、入会６年目。環境・
保健委員長、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
（２期）を歴任し、クラブのために尽力
されました。温和な人柄と仕事に対する
真摯な取り組み、きめ細やかな気遣いは、
会員から全幅の信頼を得ています。毎日
ストレッチを欠かさず行い、身体を動か
次年度会長
野田 美穂
す事が趣味。家庭では、栄養士の資格
を生かし家族の健康を支えています。目標は「会員同士の
コミュニケーションを大切にしたクラブの運営」。持ち前の
行動力で、認証50周年を迎えた伝統と格式あるクラブの明
るい未来への新しい扉を開いてくれることを期待致します。
理事 名取 温子
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新入会員紹介
これからの活躍にご期待申し上げます

望月

善子 会員

西山

緑 会員

ご冥福を
お祈り申し上げます
いつも素敵なお着物で
お越しの上野和子様
2022年3月ご逝去

認証書授与式で新奨学生と林敦子会長、石﨑慶子教育委員長

編集後記
嘗て経験のしたことのないコロナウイルス感染症の蔓延、
災害、紛争、未だに続くロシアによるウクライナ侵攻など、
世界規模で不安な日々が続いています。そんなときにこそボ
ランティアの意味があると思っております。皆様の御協力に
感謝申し上げます。
広報委員長 近藤和子

卒業生と1年間手紙を交換した野田美穂会員と新井シヅ会員

善行賞
鷲足 祐香さん（宇都宮短期大学附属中学校3年）
荒井 悠翔さん（宇都宮市立星が丘中学校3年）
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2022年6月16日
国際ソロプチミスト宇都宮
林 敦子
宇都宮市上戸祭町2989-34
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国際ソロプチミスト日本東リジョン
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