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な少子化や核家族化、離婚率の増加、都市部
への人口の集中などにより、子供を産み育て
にくい社会環境となっているのがその原因で
す。そのような状況下、子育てが困難な母親
や孤立する親子が増えています。
　また意外なことですが、平均出生体重は40
年前と比較すると約250グラムも低下していま
す。低出生体重児は将来、生活習慣病を発症
する可能性が高いことが研究により示されて
います。低出生体重児の要因としては、妊婦
の「高齢化」、妊娠前･妊娠中の母親の「痩せ
志向」「バランスの悪い食事」「喫煙」などが
考えられています。生活状況の良い先進国で
この様な傾向にあるのは日本だけであり、教
育や知識の啓蒙なども必要になってきていま
す。
　「母子の健康」というと発展途上国の問題の
ように思われがちですが、日本でも現実の問
題として多くの人々が悩みや問題を抱えてお
り、医療･保健だけでなく広く「社会問題」と
して認識する必要があります。国や地方自治
体でも様々な施策を行っていますが、身近な
問題として一人ひとりが具体的な取り組みを
することが大切だと考えます。

◯ロータリーソング「我らの生業」
◯卓話者
　親子いこいの広場もくもく
　代表　数山　有里 様
◯ビジター
　北松浦RC　横田　隆亮さん

	 会長　富永　雅弘
　4月のロータリー月間は「母
子の健康月間」です。現在、栄
養失調や不十分な医療･衛生の
ために世界で約700万人もの
5歳未満の子供が亡くなってい
ます。
　この様な子供たちの命を救うためにロータ
リーは、母親や子供たちが基本的な医療を利
用できるように支援を行っています。より多
くの母子に対する基本的な医療サービスの提
供、保健従事者を対象とした研修や保健ケア
の提供、母子の健康に関連した仕事に従事す
ることを目指す専門職業人のための奨学金支
援などを行っています。
　日本では平成25年、乳児死亡率が2.1と世界
最低となり、母子の保健が進歩してきたこと
を裏付けています。昭和初期には乳児死亡率
は高く、妊婦の流産･早産なども高率であった
のが、昭和12年に保健所法が制定され、妊産
婦･乳幼児の保健指導が重点施策となり、この
後母子手帳の原型となる「妊産婦手帳」が規
定されました。この「母子手帳」が母子保健
の向上に果たした役割は極めて大きく、諸外
国もこの制度に倣って母子保健の向上に努め
る機運となっています。
　しかしながらその一方で、思春期の子供の
約1割が何らかの「心の問題」を抱えている
と言われ、この割合は先進24ヵ国の中で最高
となっています。また、「子供の貧困問題」と
「小児虐待」も深刻な状況にあります。急激
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多くのロータリアンをお迎えし
たいと思います。
　更に世界一周をした木村くん
の卓話も予定していますので、
重ねてご出席をよろしくお願い
します。

 次年度地区幹事　増本　一也
「地区研修･協議会」の報告並びにお礼
　先日、4月15日㈰の「地区研修
･協議会」は、皆様のご協力のお
陰で無事終了する事が出来まし
た。当日は富永雅弘会長はじ
め、皆さんには、朝10時からリ
ハーサル等の準備に集まって頂き、夜は懇親
会が終了するまでホスト役に徹して頂き、素
晴らしい「地区研修･協議会」になりました。
　会議では、開会の辞の松尾文隆さん、閉会
の辞では有薗良太さん、お二人とも堂々とし
た素晴らしいご挨拶でした。井手孝邦さんに
は会計長として予算説明後、全会一致での承
認を受け、大変嬉しく思いました。
　また、会議･懇親会と全ての司会進行をして
頂いた納所佳民さん。あなたのその爽やかな
司会は、佐世保RCのイメージアップに大いに
貢献されました（これで、佐世保RCも視界良
好!?）。懇親会では「手に手つないで」のソン
グリーダーの黒木政純さん、最後の閉会のご
挨拶をされた中村徳裕さん、お二人とも素晴
らしかったです。また、ホテルオークラの赤木
征二さんには、ホテルスタッフの方々を総動員
してくださり、万全の対応でした。これも感
謝致します。あらゆる意味で、皆様のご協力
で、佐世保RCのおもてなしの力を、地区内外
に発信できたのではないかと思います。福田
ガバナーと共に改めて感謝申しあげます。あ
りがとうございました。

 朗遊会幹事　大久保利博
　4月22日㈰、第46回佐世保市
内8RC親睦ゴルフ大会が開催
されます。第4回朗遊会も同時
開催ですので、多くの皆様のご
参加をよろしくお願いします。

◯例会風景

	 幹事　坂元　　崇
１．地区ローターアクト委員長	 松尾　慶一さん
　　地区ローターアクト代表	 峯　　将洋さん
　　第36回年次大会ホストクラブ
　　長崎北ローターアクトクラブ
	 	実行委員長　堀山　幸平さん
　① 地区ローターアクト第36回年次大会
　　本登録のご案内
　　開催日程／1日目：6月9日㈯
 　14:30〜 登録受付開始
　　　　　　　2日目：6月10日㈰
 　9:00〜 開場･登録受付開始
 　12:30 全日程終了
　　開催会場／セントヒル長崎
　　登録料／1日目  式典（登録）2,000円

懇親会（レセプション） 5,000円
宿泊 8,000円

　　　　　　2日目のみ参加 2,000円

　② 地区ローターアクト第36回年次大会における
提唱ロータリークラブ負担金振込のお願い

　　　＊負担金金額　50,000円

２．市内8RC親睦ゴルフ大会
　　ホストクラブ　佐世保南RC
　 2017〜18年度 市内8RC親睦ゴルフ大会
　組み合わせ表が届いております。

３．第2740地区ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

ローターアクト委員会	 安福　竜介
　4月26日㈭の例会は、長崎国際大学食堂で行
います。新入会員歓迎例会の予定ですので、

幹 事 報 告

委員会報告

次年度報告

朗遊会より
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	 出席委員会　橋詰　文雄
◯永年会員表彰
　田中丸善保さん（49年）

◯出席100％表彰
　黒木　政純さん（16回）
　長富　正博さん（13回）
　石田　謙二さん（3回）

	 親睦活動委員会　安部　雅隆
福田　金治	ガバナーエレクト
増本　一也	次年度地区幹事
　4月15日㈰に開催された地区研修･協議会は
佐世保RC会員の皆様のご協力で無事終了しま
した。あと2ヵ月半でガバナー年度が始まりま
すので、引き続きご支援をお願いします。

富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、草津　栄良さん
　子ども食堂「親子いこいの広場もくもく」
代表 数山有里様の卓話に期待してニコニコし
ます。

増本　一也さん
　弊社は、今年5月で創業123年を迎えます。
今回、佐世保商工会議所より、佐世保の老舗
特集のインタビューを受け、「佐世保商工マガ
ジン」の4月号に掲載されました。「1･2･3」
と二度とない並びの年ですから、何か記念に
なることをしたいと考えていた矢先、このオ
ファーを頂いたので、喜んでインタビューを
受けました。これも、佐世保RCの皆さまを始
め、長年お取引を頂いているお取引先（お客
様）、ご支援を頂いている金融機関の皆様のお

陰と感謝しております。今後共、よろしくお
願い致します。

山下　尚登さん
　我が母校を舞台にした映画「坂道のアポロ
ン」を観ました。久々に感涙しましたのでニ
コニコします。小田和正の歌もよかったです。

黒木　政純さん、長富　正博さん
石田　謙二さん
　永年会員並びに出席100％表彰ありがとうご
ざいます。

『子ども食堂について
　　〜親子の居場所と
　　　　繋がりを作るために〜』

　親子いこいの広場もくもく
　　代表　数山　有里	様

　私たち「親子いこいの広場 もくもく」は、
2017年に立ち上げ、活動を行っています。
　貧困対策として、子ども食堂を知り、子育
ての応援としての子ども食堂をやってみよう
と思い、同じ目線で、一緒に活動してくれる
仲間を募り、「もくもく食堂」を毎月第三金曜
日にSDA佐世保キリスト教会（谷郷町）で開催
しています。主に子育てをしている親子が、
利用していて、毎回50〜70名ほどの食事を準
備します。
　食材は、LaLaコープさん、協和商工さん、
西彼とれたて処さんより提供、一般の方より
寄付を頂きながら、毎回、管理栄養士がメニ
ューを考えてくれて、その季節にあった食事
を作っています。
　ボランティアのメンバーは、主に子育て中
のママです。また、大学生、短大生、高校
生、なども来てくれて、食事の準備の手伝い
をしてくれたり、子どもたちと一緒に遊んで
くれたりと積極的に関わってくれています。
　子育ての環境は、少しずつ変化していま
す。特に佐世保は、自衛隊世帯、米軍世帯、
地方からの引っ越し、共働き、シングルマザ

慶　　　祝

ニコニコボックス 本日合計 　12,000 円

 累　　計 1,008,000 円
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ニコニコボックス

卓　　話
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クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：木下　貴夫）
（カメラ担当：筒井　和彦）

ーなど、近くに頼れる身内がいなくて一人で
子育てをしている世帯が多いと感じます。そ
んな、子育てをしているママの困り感や、大
変感を「もくもく食堂」で、共有して、共感
することで、子育ての負担感を少しでも減ら
す事ができたらと思っています。
　子ども食堂は、貧困の子ども達が行く所、
と少し誤解があるようですが、子どもや、
親、地域の人の居場所として全国で、2,000件
以上子ども食堂が増えています。継続してい
くには、ボランティアの人材の確保、運営資
金の確保などが大変で、なくなる子ども食堂
もあります。
　長崎県の子ども食堂の動きとしては、なが
さきこども食堂ネットワークを作り、県内で
緩く繋がり、情報交換、食料の分配、また、
子ども食堂をやりたい方へのコーディネート、
そして、子ども食堂を知りたい方へ周知活動
を行っています。
　課題はそれぞれの子ども食堂であります
が、まずは、活動を継続していく事が大切と
なっています。一人でも多くの方に、地域に
ある子ども食堂の事を知ってもらい、必要性
を感じてもらえると、嬉しいです。

＊5月  例会卓話者予定＊ 

５月２日 指定休会日

５月９日 西海みずき信用組合理事長
  陣内　純英 様

５月16日　NPO法人九州プロレス理事長
  筑前りょう太 様

５月23日　佐世保税関支署長 辻　　和昭 様

５月30日　会員卓話 溝口　尚則 様

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／５月１日㈫　17:00〜　〔予定〕
会場／西海学園高等学校 記念館 会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／４月26日㈭　19:00（食事）〜
会場／長崎国際大学 食堂

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

福田金治ガバナーエレクト事務所　地区行事
2018-2019年度 地区研修・協議会

日時：2018年4月15日㈰
会場：ホテルオークラJRハウステンボス

ガバナー挨拶
駒井 英基ガバナー

会議の様子 懇親会

地区運営方針発表
福田 金治ガバナーエレクト


