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ロータリーを拡めよう
会 長

和田賢二

インスピレーションになろう

和田 賢二 会長
先週はゲスト卓話で時間が限られておりまし
たのでお話し致しませんでしたが、4月はロータ
リークラブにおきましては、｢母子の健康月間｣
であります。我々日本人は諸外国と比べますと
医療機関の充実と健康保険制度によって国民の
誰もが平均的に健康に生活していると思います。
「 母子の健康
月間」も「ポリオプラスプロジェクト」と同じとらえ方が出来ま
す。日本国内では当たり前の事が世界ではそうではないという
事です。
人は誰でも最高水準の身体的・精神的健康を享受する権利を
有しています。しかし、性別による差別がこの権利を侵害して
いる場合が多々あります。経済的な理由や、女性は外出できな
いという社会慣習が原因となり、多くの女性が疾病を患いやす
くなっている上、適切な処置も受けられない状態に置かれてい
ます。
母子の健康に関するプロジェクトを通じて、ロータリー会員
は2015年9月の国連サミットで採択された国連のSDGs17の大
きな目標の中で『SDGs（エス・ディー・ジーズ）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
いう目標について、その達成を目指した取り組みを行っていま
す。※SDGs（エス・ディー・ジーズ）とは「SustainableDevelopment
Goals（持続可能な開発目標）」
疾病や栄養失調、不十分な医療、不適切な公衆衛生が原因で
命を落とす5歳未満の子どもの数は、毎年700万人以上に達しま
す。この数を削減すべく、ロータリー会員は乳児への予防接種
や抗生物質投与を実施しながら、必要不可欠な医療ケアの利用
状況を改善し、専門の医療提供者による母子への対応を支援し
ています。
健全な生活の実現を目指した奉仕プロジェクトの一例として、
■フィリピンのメトロ・イースト・タイタイ・ロータリークラブ
は、医療従事者のグループと提携し、低所得世帯の女性や医療
を受けることのできない女性100人以上を対象に、無償の医療
サービスを提供しました。
■ナイジェリアのポートハーコートGRAロータリークラブは、
120世帯以上の母子に対し、無償の医療ケアを提供しました。対
象者はさまざまな疾病に関する検査や治療を受け、症状が重い
者は病院に紹介し、
追加的な検査や治療を受けてもらいました。
■ウガンダのカンパラ・ローターアクトクラブは毎年、クラブ
の地域内で『母子を救おう』と題したプロジェクトを主催して
います。今年のプロジェクトの目的は、妊娠中の母親に情報を
与え、子宮がん検査、家族計画アドバイス、HIV/AIDS検査や
カウンセリングの機会を提供することでした。
■ハイチは、西半球で妊産婦と幼児の死亡率が最も高い国であ
り、女性の91%が自宅で出産します。そこでロータリー会員は、
最大12名のボランティアスタッフが乗車できる完全装備の医
療用ジープを、ハイチの各地域に一台ずつ提供しました。これ
まで道が険しく、妊娠中の母親に医療サービスを提供できなか
ったような場所でも、このジープを使用して移動診療所を開設
することができるようになりました。
「母子の健康月間」である4月は、世界中の母子の暮らしを改
善するロータリーの取り組みを改めて振り返るときです。ロー
タリーが行っている母子健康プロジェクトに関する意識を共有
し、
活動の事例を多くの方々に拡め、
支援する事だと思います。

■プログラム 「第2回情報集会報告会」
ロータリー情報・記録保存委員会
「次年度85周年を迎えるにあたり周年事業について語ろう」
をテーマに8組に分かれて情報集会を行った。
第1組
日時：2019年3月14日（木）18：30〜
場所：ホテル日航ノースランド帯広 レストラン J
参加者：主人役 中田 知德会員
世話人 高木
剛会員
鈴木
優会員 奥原
宏会員
工藤
稔会員 関山 岳大会員
田中 一郎会員 畑
英明会員
森田 幹也会員
第2組
日時：2019年3月26日（火）18：30〜
場所：十勝ガーデンズホテル
参加者：
主人役兼世話人 大野
佐藤 真康会員 小白
倉野
賢会員 猿川

清徳会員
智志会員
陽介会員

第3組
日時：3月19日（火）18：30〜
場所：和食なかもり
参加者：主人役 飛岡
抗会員
世話人 三好 健夫会員
大和田三朗会員 小沢 昌博会員
水川 達生会員 猿川 陽介会員

第4組
日時：2019年3月18日（月）19：30〜
場所：ふじもり
参加者：主人役 川上 義史会員
世話人 高橋 久志会員
工藤 大輔会員 栂安 雅満会員
山㟢健太郎会員 横山
聡会員

第5組
日時：2019年3月25日（月）18：30〜
場所：十勝ダイニングふる屋
参加者：主人役 五十嵐聖二会員
世話人 柴田 勝浩会員
後藤 裕弘会員 森
光弘会員
脇坂 篤直会員

第6組
日時：2019年3月22日（金）19：00〜
場所：ふじもり
参加者：主人役 藤森 裕康会員
世話人 梶野宗一郎会員
石神 美代 会員 佐藤 幸宏 会員
仁木 宏一 会員 渡辺喜代美 会員
和田 賢二 会員

第7組
日時：2019年3月25日（月）19：00〜
場所：和食なかもり
参加者：主人役 小田
剛 会員
世話人 花岡寿美代 会員
井上 洋一 会員 合田 倫佳 会員
酒井 敬司 会員 中森
保 会員
中島 一晃 会員 星屋 洋樹 会員
眞鍋 智紀 会員 森
武夫 会員
第8組
日時：2019年3月14日（木）19：00〜
場所：和食なかもり
参加者：主人役 小水 基弘 会員
世話人 新沼 彰人 会員
河村 知明 会員 野村 一仁 会員
山崎 育子 会員 猿川 陽介 会員

主な議論
■過去の周年事業
・70周年は盛大。消防署に車両寄贈。総額は地区大会並み。
・クオーターの75周年もそれなり。動物園にプロジェクター寄
贈など。80周年ではとかちプラザにパーゴラ寄贈。
■85周年事業案
・支店長ネットワークを活用し企業家の講演会開催、
「なつぞ
ら」放送を記念して植樹。
・地域貢献にも資する「記念講演会」の開催が最適。
・帯広北、東、音更クラブでつくっている十勝ロータリー奨学
会が参考になるのでは。
・再出発の貢献者である初代帯広畜産大学長にちなみ「1950年
再出発：70周年を振り返る」と題して帯畜大で記念イベント
開催。講演や留学生との交流など。
・X5周年は会員主役が良い。会員が楽しめる周年事業を。
・植樹、会員によるバンド演奏チャリティー、公園に子どもた
ちが楽しめる遊具設置。
・「未来に喜ばれる」
「認知度向上」
「新会長の小沢さんらしい事
業」をコンセプトに。
・90周年、100周年に備えて予算は抑える。簡素な周年事業に。

②帯広RC、新年号記念例会開催のご案内（夜間花見例会）
日 時 5月8日（水）午後6時
安全祈願
午後6時30分 例
会（8時終了予定）
場 所 帯廣神社
二次会 ウィンザー（会費：4,200円）
※
 尚、
8時5分 帯廣神社→かじのビル前 帯広駅前まで臨時バス
が運行します。
③帯広南RC、創立記念夜間例会開催のご案内
日 時 4月22日（月）午後6時30分
場 所 北海道ホテル
④帯広北RC・帯広東RC・音更RC、合同夜間例会開催のご案内
日 時 4月23日（火）午後6時30分
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
※尚、帯広北RCは、4月26日（金）の繰上げ例会と致します。
⑤帯広西RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 4月25日（木）午後6時30分
場 所 夢 人
⑥帯広南RC、4月29日
（月）
の例会は、
祝日のため休会と致します。
帯広東RC、
4月30日
（火）
の例会は、
休会と致します。
帯広西RC、
5月2日
（木）
の例会は、
休会と致します。
帯広北RC、
5月3日
（金）
の例会は、
祝日のため休会と致します。
帯
 広南RC、
5月6日
（月）の例会は、祝日振替のため休会と致し
ます。
■委員会報告
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
川上 義史 会員
私の甥が小生の母校大学に合格し4月から医学生となりまし
た。四代目を継いでくれるとうれしいです。
梶野宗一郎 会員
愚息慶一郎が今春大学に進学いたしました。
・配偶者様お誕生日祝い
脇坂 篤直 会員
・出席報告
出席委員会
4/10例会の報告
会員総数92名 内免除会員4名 出席者数57名
3/13例会の報告
メークアップを含む出席者数76名 出席率84.4%
3月の平均出席率は90.0%
■次週プログラム予定
4月17日（水）「自分史のすすめ」 高原

淳 委員長
（プログラム委員会）

■会務報告
外㟢 裕康 幹事
① 帯広RC、5月1日（水）の例会は、休会と致します。

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。
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