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第４８期
会

例会日：毎週水曜日 １２：３０～
例会場：大本山川崎大師平間寺 金剛閣
http://www.kawasakidaishi-rc.com/
daisi-rc.1973@air.ocn.ne.jp

第２２８９回（本年度 第２６回）例会
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げる趣旨で、各クラブで担当する施設を割り当てる。

猪狩 佳亮 会長

当クラブは従来より協議を重ねていた大師新生教

♪＜君が代＞＜奉仕の理想＞
須山 文夫 ソングリーダー

長

副会長

会を対象とする方向で検討。
③

地区より、｢ためになる魅力あるロータリーガイド

ブック｣が届きましたので、ポスティングしています。
④

米山梅吉記念館より、一人 100 円募金のお礼が届き

ました。
⑤ 第 46 回川崎大師薪能チケット発売のご連絡が届き
ました。ご希望の方は、回覧する名簿に〇をつけてお申
し込みください。
●幹事報告

①
●卓話者の紹介

猪狩 佳亮 会長

竹中 裕彦 幹事

今後のスケジュール確認
4/28 祝日週休会

日本助産師会 前会長 山本 詩子 様（横浜金沢ＲＣ）

5/5

●会長報告

5/12 クラブ協議会

猪狩 佳亮 会長

① 4 月 14 日例会終了後 第 10 回定例理事会開催報告
・まん延防止等重点措置適用時のクラブ運営は、従来
通り実施する。
・6/16 家族会を中止し、昼間の会員のみの移動例会に

②

祝日（こどもの日）

他クラブの例会変更案内を回覧

マリーンＲＣのみまん防にて 4/22 は臨時休会ですが、
近隣クラブは変更なし。
●出席報告

変更する

中村 眞治 出席委員長
会員数

対象者

出席

欠席

出席率

・創立記念例会費 10,000 円、及び取消となった例会

2289 回

48

44

23

21

52.27%

分の例会費(1 回 1,750 円)を年度末を迎えた後に返

2287 回

48

45

21

24

46.67%

還する。ニコニコに入れてもいいよ、という方はそ
の旨お申し出頂けるようにします。

前々回の修正メークアップ 16 名・修正出席率

メークアップ

② 4 月 14 日午後 6 時～ 会長幹事会報告

遠藤 悦弘 会員 小林 勇次 会員 船木 幸雄 会員

・地区より 10 万円がクラブに交付され、それを子ど

沼田 直輝 会員 猪狩 佳亮 会員 星野 祐治 会員

も食堂運営団体へ寄贈、今後の継続的な関係につな
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森田 尊久 会員 大谷 茂 会員

青山 正彦 会員
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と経緯の説明がありました。

●スマイルリポート

大﨑 克之 副会長

横浜金沢ＲＣ 山本 詩子 様

・指名委員会による発表

卓話の機会を頂いてありがとうございます。例会が開

横山 俊夫 2019-20 年度 指名委員長より、既に次年度

催出来てなによりと思います。

に向け活動を開始している実情を踏まえ次の推薦を頂

竹中 裕彦 幹事

きました。

①山本詩子様、本日は宜しくお願い致します。｢母子の
健康｣と云えば山本様しか思い浮かびませんでした。
モンゴルの新生児心肺蘇生で走りまわってた頃が懐
かしいです。
②ＧＷに入りますが、変異株ウイルスに負けないように
皆様、ご自愛下さい！
猪狩 佳亮 会長

次年度理事・役員候補者

①山本詩子様、本日はこのような社会情勢の中、卓話へ

会

お越しいただきありがとうございます。子を持つ親と

長

副 会 長

牛山 裕子

会員

坂東

会員

保則

して、お話お聞きしたいと思います。
②会員の皆様、ゴールデンウイークのため来週から 2 回

・会員承認

連続の休会となります。感染防止に努めながら、どう

猪狩会長より細則第 1 条第 1 節(c)項に基づき承認を

ぞ元気にお過ごしください。

問われ、満場一致で承認しました。

本日のニコニコのテーマ

・牛山 裕子 会長エレクト挨拶

『山本詩子様、コロナ禍にもかかわらずありがとうござ
います。渾身の卓話、楽しみにしております。』
鈴木 幹久

岩井 茂次 鈴木 昇二

須山 文夫

牛山 裕子

出井 宏樹 内田 省治

松井 昭三

布川 浩

青山 正彦 石渡 勝朗

早坂 清裕 各会員
ロータリーの返事は｢ＹＥＳ｣しかないので、ありがと

～～～ 臨時総会 ～～～

うございますと云うか、お引受け致しました。早速、次
年度理事会をこの後開催致します。皆様のご協力を宜し

猪狩 佳亮 会長より出席者 23 名で細則第 4 条第 3 節

くお願い致します。

(a)項に基づき総会成立の確認後、
①伊藤佳子会長エレクトより

体調を崩されて次年

度会長職を遂行できないので辞退をしたい

と云う

～～～ 卓話 ～～～

お申し出があった。
②須山年度・猪狩年度とも細則第１条第１節に基づき

『国内の母子保健の現状』

クラブ協議会において、指名委員会に一任を決議済み。

日本助産師会 前会長 山本 詩子 様（横浜金沢ＲＣ）

③書面理事会にて臨時総会開催を審議し承認済み。
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卓話者経歴
・昭和 31 年生 金沢区六浦にお住まい
・経歴 県立衛生看護専門学校 助産師学科卒
市大病院勤務を経て H5 年山本助産院を開院
県と日本助産師会の会長を歴任

ので、数や比率の問題ではなく子供を産むと云う女性の

・現職 医院長であり天使大学大学院教授

役割を認めた上でそのポジションで能力を発揮できる
人が務めれば良いと考えております。男女が一緒に 100m

横浜金沢ＲＣの山本です。冒頭会長さんから案内があ

走で競争する訳にはいかないので、男女の性差をお互い

った様に、金沢区には 3 つのＲＣがあるんですが、この

が認め合うことが重要だと思っています。

度当クラブと横浜金沢みどりＲＣ、親と孫が合併するこ
とになりました。駐車場から迷いながら歩いて来ました
が、清々しく霊験あらたかなこのような例会場で卓話の
機会を頂戴しましてありかとうございます。
今日は、｢国内の母子保健の現状｣と言葉は固いのです
が、私が実践の現場から見えていることを分かりやすく
お伝えできれば良いかな と思っております。
山形県生まれで隠してますが山形弁バリバリです。
毎年家族で出かけて両親に慈しみ深く育ててもらった
のが、私の職業の原点である気がしています。
子育て支援が世の中で言われるようになったのが、ア
ベノミクス三本の矢からです。その一つに｢子育て支援」

平成 5 年開院から 2300 人の赤ちゃんが生まれました。

及び｢働き方改革｣の強化、そして｢結婚・妊娠・出産支

私は、赤ちゃん達からエネルギーをもらいながら元気で

援｣を新たな対策の柱として｢切れ目ない支援」の総合的

いるのかな と思っています。高齢者向けの小規模多機

な政策の充実・強化を目指すことを打ち出しました。そ

能施設はショートステイ・デイケア・訪問介護ステーシ

れまでは、選挙権のある老人福祉政策が多かったんです。

ョンなど介護保険を使ってたくさんあるんですが、母子

この政策では、経済の活性化に女性の社会参画は、も

向けにはありません。日本助産師会にいた時から、厚生

はや喫緊の課題であり、
「日本最高戦略」3 つの柱の一つ

労働省に要望し続けております。母子の医療保険の中で

｢女性の活躍促進｣を位置づけています。結婚やお産をし

は福祉的な要素が少なくなり、経営に結び付けるのが難

たら仕事を辞めて家庭に入るなど、まだまだ男女差は日

しいです。グリーン部分が横浜市・金沢区・逗子市・葉

本に、世界に残っています。

山町・横須賀市から委託を受けている事業です。

私は、男女平等と言いながらも男女の性差役割がある
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からの暴力によって望んでいない妊娠をした女性や未

ばいい子供が育ちはしないと云うことです。皆さんには

受診妊婦などのシェルターになっており、今までは自分

頼れる人、頼れる場所になって頂きたいと思います。

の部屋や公園でお産をしてトイレに棄ててしまった報

最近の傾向として不妊治療が原因でもありますが、低

道がありましたが、こう云う悲惨な状況を無くすため早

体重児や帝王切開率が増えています。政治家が言うとボ

めに保護して適切にケアする事業です。

コボコにされますが、私は、生殖のプロとして 20 代で

その後は、産後母子ケア事業で、市民病院などで出産

産み 30 代初めに子育てをするのが良いと思っておりま

し 4 泊 5 日入院した後、デイケアは日帰りで 7 日間、シ

す。皆さんのお子さんやお孫さんが適齢期に来たら｢結

ョートステイは 6 泊 7 日間使え助産院で入院します。産

婚しなさい、子供産みましょう｣と教えて下さい。

後母乳を与えていると、別名愛情ホルモンと云われてい

様々な制度が揃うことによって母子の命が守れます

るオキシトシンが出て、かわいいとか愛おしいとか感じ

ので、地域皆んなで力を合わせて守りましょう。

るので、退院する頃には｢いつかは母子寮を出て自活し、

今日はありがとうございました。

この子を自分の力で育てていきます。｣とどんどん変わ

＜詳細は PPT と音声データが事務局にあります＞

っていきます。役所から高い評価を頂いてます。今まで

●閉会宣言並びに点鐘

猪狩 佳亮 会長

は、熊本の赤ちゃんポストの様に母子分離で乳児院に赤
ちゃんを預けて育てる気が全くない状態で終わってま

●奉仕委員会よりお知らせ

した。産後うつは、ホルモンの変動で起こると言われて

｢大師新生教会こども食堂｣支援金贈呈式のお知らせ

ますが、疲れ・不安・寝不足が重なると同じ様な症状が

先般地区よりコロナ禍におけるこども食堂に対する

出ます。そんなお母さんが、1 週間入院している間に、

策が出されました。当クラブは期初より検討しておりま

｢リズムがつかめたので育てられると思います。困った

したので、協議の上支援金贈呈式を行います。

らここに来ます。｣と笑顔で退院されることもあります。

日時：令和 3 年 5 月 7 日(金) 16 時～
場所：大師新生教会 川崎区大師町 15-9
●5 月 12 日例会のお花

カーネーション なでしこ科
欧州南部の原産。栽培起源は 2 千年以上前といわれてい
る。渡来したのは、江戸時代らしく和名はオランダなで
社会的な地位があったり、経済力があったりで高年齢

しこ。近年は赤だけではなく、様々な色合いがあります。

出産が珍しくありませんが、赤ちゃんを育てるのには凄

花言葉：わたしはあなたの愛を信じます

いエネルギーが必要です。40 代後半から 50 代の出産後
は、自分がボロボロになって、子供をみるどころじゃな

●2021 年 5 月 19 日は会員卓話です。

くなります。家族の暖かいサポートと専門家のケアを受

イニシエーションスピーチ

けてお母さんの愛のミルクが満ち溢れ、それが子供をケ

舞川 扇彩 会員と小泉 敏和 会員の予定です

アするミルクになります。社会全体でサポートしなけれ
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