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新潟 RC ４月第 1 例会 (2018.4.3) №３２２６ 

 

(1) 「君が代」斉唱  

ロータリーソング「奉仕の理想」斉唱 

(2) 徳永 昭輝会長挨拶 

例会終了後、友好クラブの前橋ロータリークラブとの合同観桜

家族会に参加する予定になっています。前橋ロータリークラブ

とは1994年(平成6年)に友好クラブの締結し２５年になります。

友好を深めてきたいと思います。 

 今日は、長崎東ＲＣ会長の瀬崎陽三(せざきようぞう)さん、南

ＲＣ会長、富山修一さんがビジターとして出席されています。

新潟明訓高校海外研修参加報告に佐藤舞香さんと山宮香奈

さんが来られています。後程ご紹介させて頂きます。 

今月は「母子健康月間」です。国際ロータリーはこれまでの長

年の経験から、もっと大きく、持続可能な成果を上げられる 6

つの重点分野に絞って活動しています。「母子の健康」は 6つ

の重点分野の 1つとなっています。 

 ロータリーの会員は、母子健康に関するプロジェクトを通じて、

国連の「持続可能な開発目標；３．あらゆる年齢のすべての人

の、健康的な生活を確保し、福祉を推進する」という目標の達

成を目指した取り組みを行っています。 

   ～母子を救うためのロータリーの取り組み～ 

   （My Rotary;ロータリーの優先活動資料より） 

１．子どもの健康；疾病、栄養失調、医療の不備、不適切な衛

生設備が原因で、毎年 5歳未満の子ども 630万人が亡くなっ

ている。 

  ①予防ワクチンや抗生物質を提供する、②母から子へのＨ

ＩＶ感染を予防する、③母乳の推奨；栄養摂取の大切さを呼び

かける、④水と衛生を改善して、子どもの詠唱促進を図る 

２．チプロダクテエィブ・ヘルス；避妊を望む女性のうち、2億

2,200万人が安全で効率的な避妊法を利用できていない。避

妊教育や避妊具の提供によって妊産婦の死亡の 3分の 1近く

減らすことが出きる。 

３．妊娠と出産；サハラ以南のアフリカでは、39人に1人の女性

が妊娠中または出産による合併症で亡くなっている。リプロダ

クティブ・ヘルス（性と生殖に関する健康)の医療と研修を充実

させることで、妊産婦死亡を 80％防ぐことが出きる。①医療従

事者に出産に関する情報資料を提供する、②医療従事者を

対象とした公認の研修プログラムを支援する。 

  ～開発途上国で極端に高い妊産婦死亡率～ 

  アフリカの女性が出生時に亡くなる割合は、先進国の 175

倍である。サハラ砂漠以南の女性の妊産婦死亡のリスクは 16

人1人でしたが（2003．10.20．WHO,ユニセフ、UNFPA共同発

表）、2016．ロータリー重点分野資料では、39人に 1人で、先

進国の女性にリスク 1人/2800人に比べて非常に高いが、国

境なき医師団（MSF; Medecins Sans Frentieres)の無償の産科

医療で妊産婦死亡率が大幅に減少した。 

 新潟RCは、超音波診断装置を寄贈し、ヤンゴン市民の母子

健康の向上を目指し、グローバル補助金によるミャンマー医療

支援に取り組んでいますが、ミャンマーの妊産婦死亡率（は妊

産婦 10万人中の死亡数）は、2013年は 200(日本 3.4)，2015

年は 178(日本５)と改善傾向にありますが、これは日本の 1943

年(昭和18年)、193.6，1987年(昭和62年)162頃の状況です。 

 日本の妊産婦死亡率は、この数年は 10万人当たり 4人前後

ですが、年間 50人前後の妊産婦が死亡しています。これは、

予期しない分娩時の出血や、羊水塞栓症、分娩時の脳出血な

どが原因です。日本では、1899年(明治 32年)に妊産婦死亡

率の統計を最初に算出しました。この歳の妊産婦死亡は6,240

人で死亡率は 409.8でした。2012年の日本の妊産婦死亡は４

２人で、妊産婦死亡率４でした。 

 ～日本で生まれた母子健康手帳が世界に広がる～ 

 戦時中に、ドイツのある地方の妊産婦健康記録を参考に、瀬

木三雄氏が母子健康手帳の仕組みを作り、1942年、国による

妊産婦手帳制度が発足し、1991年母子保健法の改正により、

都道府県交付から市町村交付へと変更されていますが、母子

手帳は、妊娠中の母体と胎児、出産時とその後の母子の現況、

子どもが 6歳を迎えるまで見守る“健康記録のツール”となって

います。 

 日本独自に発展した母子健康手帳でしたが、1980年代に 

JICAの研修で日本を訪れていたインドネシア人の医師が、母

子の健康に貢献する優位性に着目し、母国での普及を思い

立ったと言われていますが、今は多くの国で母子健康手帳の 

 2017-18年度 

国際ロータリー会長 

イアン・ライズリー 
 

2017～18 年度 
新潟ロータリークラブ会長 

 
徳永 昭輝  

 
 

国 際 ロ ー タ リ ー

2017-18 年度テーマ 



仕組みを普及させたり、その普及のためのプロジェクトが

進められていたり、中国でも取り組みを検討していると言

われています。 

ミャンマーにおける母子健康向上を目指した新潟 RCの

取り組みが早く軌道に乗り、持続可能な取り組みとなるよ

うにクラブ全体で取り組んでいきたいと考えています。 

(3) ビジターの紹介 

・長崎東 RCクラブ会長 瀬崎 陽三君(バナー交換) 

・新潟南 RC会長 富山 修一君 

(4) ３分間スピーチ 

・新潟調理師専門学校校長 吉田和弘君 

 

 

 

 

・新潟信用金庫理事長 小松 茂樹君 

 

 

 

 

・農林中央金庫新潟営業所所長 津久井 勝之君 

 

 

 

 

(5) １００％出席バッチの贈呈（新田 幸壽委員長） 

藤井 邦之君 １年  佐藤 邦栄君 １年 

新田 幸壽君 ３年  織戸  潔君 ６年 

細野 義彦君 ８年  田中 克典君 ８年 

佐藤 紳一君 17年   

(6) 誕生日お祝い贈呈(７名) 

(7) 結婚記念日お祝いの紹介(８名) 

(8) 委員会報告 

・若槻 良宏会長エレクトより PETS報告、次年度委員

会表配布 

・新潟明訓高校海外研修参加報告（紹介 秋山 IA委員長） 

新潟明訓高校インターアクトクラブ 

顧問 斎藤圭太先生挨拶 

 

インターアクター海外研修報告 

佐藤舞香さん、山宮香奈さん 

 

 

 

 

 

 

(9) 各種ご寄付の発表 

ロータリー財団寄付発表(得永 哲史委員長) 

樋熊 紀雄君 内田 直紀君 

安藤 栄寿君  

米山奨学会寄付発表(白勢 仁士委員長) 

新田 幸壽君  

青少年育成基金寄付発表(小田  等委員長) 

小田  等君 小林  悟君 

本多  晃君 川下 総一君 

津久井勝之君  

(10) ニコニコボックス紹介（山田 周委員） 

・山田 周君 4/1をもって㈱JTB関東法人営業新潟支店

から㈱JTB新潟支店へ社名変更となります。引き続きご愛

顧の程、よろしくお願い致します。 

・小松茂樹君 3/30に当金庫がめでたく創立９０周年を迎

えることができました。これも皆様のおかげと深く感謝いた

します。 

・塚田 正幸君 新潟南 RC富山会長の来訪を心から歓迎

します。富山会長とは青年会議所時代同期でした。 

・武田 直己君 新入行員を迎えて新年度をスタートできた

ので。 

・内田 直紀君 長崎東 RC会長瀬崎洋三さんをお迎えし

てニコニコします。 

・坂井 賢一君 結婚記念日のお花ありがとうございました。

３７回目、二人でニコニコしました。 

(11) 表彰 

・徳永 昭輝会長へマルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローピン贈呈 

(12) 幹事報告（織戸 潔幹事） 

・例会終了後、前橋クラブ観桜会ご参加の方はバスにご乗

車願います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(13) ４月 ３日例会の出席率 ８０．４９％ 

会員数 ８４名（出席免除会員 ７名） 

出席者 ６６名（出席免除会員 ５名を含む） 

(2週間前メーク後 ８７．３６％) 

 

４月１７日の例会予定 

卓話「新潟ダンスを世界へ！子どもたちの海外遠征」 

須賀IZANAI新潟ダンススタジオ代表 国友慎之助氏 

 

 

 

 

 

新潟ロータリークラブホームページアドレス 

http://www.niigatarc.jp/ 

 

 

 

４月３日 理事会報告 出席者１３名 

 

1 入会被推薦者について=承認 

 ・医療法人 新成医会 理事長 渡邉 毅君 

  ご推薦 山本正治君、宇尾野隆君、本間剛三君 

 ・㈱イタリア軒 代表取締役社長 井東 昌樹君 

  ご推薦 若槻 良宏君、仙石 正和君 

 ・㈱新潟日報社 常務取締役 高橋 正秀君 

  ご推薦 竹石 松次君、徳永 昭輝君 

 ・全日本空輸㈱ 新潟支店長 鈴木 宏司君 

  ご推薦 竹下 松次君、梅津 雅之君 

 

2 退会届(事後承認)  

・損害保険ジャパン日本興亜㈱理事 

新潟支店長 山田 治伸君 

・SMBC 日興証券(株)新潟支店長 早田 芳広君 

・全日本空輸㈱新潟支店長 山田 浩之君 

・㈱新潟三越伊勢丹 代表取締役社長 浅田 龍一君 

・㈱新潟博報堂 代表取締役社長 山田 眞 君 

・㈱イタリア軒代表取締役 岡田 茂久君 

・清水建設㈱新潟営業所所長 清水 康次郎君 

 

3 ロータリー財団寄附方法について 

 高橋秀樹理事より別紙（新潟ＲＣロータリー財団今後

の取組み方）を基に説明 

 新潟クラブの寄付実績や他クラブの状況について意

見交換あり →継続審議とするが次回５月理事会に再

度諮り可否を決定する 

 

4 ４月のプログラム=承認 

4月 3日 第一例会につきスピーチ無し 

4月 10日 観桜例会  

17：30受付 18：00 開会 イタリア軒 

4月 17日 卓話  

「新潟ダンスを世界へ！子どもたちの海外遠征」 

 須賀 IZANAI新潟ダンススタジオ  

代表 国友慎之助氏 

4月 24日 会員スピーチ 

「地域密着！ケーブルテレビ最前線（仮）」 

㈱ニューメディア新潟センター  

センター長 河西弘太郎君 

http://www.niigatarc.jp/

