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ロータリー：変化をもたらす 

ROTARY:MAKING A DIFFERENCE 
2017-2018ＲＩ会長 イアンH.S.ライズリー 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 
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ガバナー 寺嶋 哲生 (柏ＲＣ)  
広報・会報委員会   

委員長 副島 賢治  委 員 大岩 將道 

  
 
 

今週のプログラム 

「共感力」 信太 秀紀会員 

 

前回例会報告（４月１８日） 

点 鐘：松本 恭一会長 

ロータリーソング： 

それでこそロータリー 

四つのテスト唱和  

 

 

 

 

 

ビジター紹介 

銚子市役所健康づくり課 保健師 山田紀美代様 

（卓話者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

櫻井 SAA     本日のビジターを紹介する親睦委員長👆 

 

会長挨拶 

 今年の春は暖かく雨が多いせいか、花の咲く

時期が大分早いようです。近くの公園のツツジ

も今が満開です。本日は、市役所健康づくり課よ

り山田紀美代様にお越しいただきました。後ほ

ど卓話をよろしくお願いいたします。 

 この一週間ですが、１２日（木）春の交通安全

街頭監視に８名の参加ありました。１４日（土）

地区ローターアクト年次大会に丸山委員長、小

林幹事が出席されました。１６日（月）千葉科学

大学おうえん協議会の理事会・総会・懇親会に出

席しまして、沢山の先生方と情報交換し、有意義

な時間を過ごさせていただきました。 

 今月は「ロータリー母子と健康月間」ですので

「人類の進化と母子について」というテーマで

お話させていただきます。 

 今から７００万年前、我々の祖先である大型

類人猿から、チンパンジーの系統とヒトの系統

が分かれ、それぞれ進化をしていきました。人類

は７００万年前に誕生し、その間化石として２
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５種の人類が見つかりましたが殆ど絶滅し、残

ったのは２０万年前に登場した我々ホモ・サピ

エンスだけということになったのです。７００

万年前に登場した我々の祖先は、森林から草原

へ出て生活するようになり、直立二足歩行にな

ります。何故直立二足歩行になったかは、人類進

化の最大の謎と言われていますが、仲間家族の

食べ物をたくさん運ぶ為、というのが定説にな

っています。そして、草原に出た環境変化によ

り、特に猛獣など天敵に襲われやすくなり幼児

死亡率が急上昇します。そこで、人類は子孫を残

すために子供をたくさん産むことで対抗し、そ

の為に一人にかかる授乳期間が短くなるよう進

化します。ちなみにチンパンジーの授乳期間は

４～５年、その間子供は産めませんが、人類は授

乳期間２年、なおかつ１年で子供が産めます。一

生で沢山の子供を産むと、母親ひとりではとて

も育てられませんので「共同保育」が必要になり

ます。その為に、人間だけが「共同体」「家族」

を作るようになったのです。人間の赤ちゃんは

良く泣きますが、母親から離され共同保育され

るのが厭で泣く。かわいい笑顔を振りまきます

が、共同保育により誰からも愛される必要があ

る為だということです。何か切なくなりますね。 

 翻って現代社会を見ますと、とっくに多産の

必要はありません。従って、授乳期間の２年位は

じっくりと母親が育ててあげるのが本来の生物

の姿であり、その為に社会が暖かく見守ってあ

げること。そして授乳期間が過ぎたなら、人類が

進化の過程で手に入れた知恵である「共同保育」

を社会の制度としてより充実させるべきである

と考えます。 

 今日は非常に苦しい理論展開になりました。

卓話は「母子の保健事業」です。内容はくわしく

わかりませんが、どうしても苦手な分野です。し

っかりと勉強させていただきます。 

幹事報告【週報拝受】八日市場ＲＣ 
1. 希望の風セミナー(東日本大震災のその後)開

催のご案内 

2. JAPAN RYLA 登録期限延長のご案内 

…ガバナー事務所 

3. ＩＭ写真・ＤＶＤ拝受   

…八日市場ＲＣ 

4. 平成 30 年度第 1 回銚子

市世界大会等キャンプ

誘致推進委員会開催に

ついて 

…銚子市世界大会等キャン 

プ誘致推進委員会 

5. 総会のご案内   …銚子交通安全協会 

6. ハイライトよねやま ２１７ 

…公益財団法人ロータリー米山記念奨学会 

【例会変更】 

八日市場 RC 

4月 24日(火)点鐘 18時 30分黄鶴  

旭 RCとの合同例会のため 

会員の記念日 

☆結婚記念日 大岩 將道会員(4月 15日) 

☆創業記念日 高橋 宏資会員(4月 17日) 

ニコニコＢＯＸ なし 

 

委員会報告  小林 昭弘幹事 

4 月 14 日(日)第 46 回ロ

ーターアクト地区年次大

会がポートホテルプラザ

千葉で開催され、丸山泰

典会員と出席してきまし

た。 

 

 

 

卓  話 

「母子保健事業について」 

銚子市所 健康づくり課 

         保健師 山田 紀美代様 

銚子市保健福祉センター内にある健康づくり

課で母子保健を担当しています。今年度 4 月よ

り銚子市子育て世代包括支援センター愛称「す

くサポ」を開設しました。 

「すくサポ」は、保健師・母子保健コーディ 

ネータ、子育てコンシェルジュ等専門職が妊娠・

出産・産後・子育てに関する様々な相談等に応じ

妊娠期から子育て期にわたり切れ目のない、き

め細やかな相談や情報を提供します。窓口や電

話相談、必要に応じて家庭訪問を実施します。困
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った時は悩まず気軽にご相談ください。 

 子どもの健康課題として、むし歯の保有率が

高い状況にあります。幼児歯科健診（1歳 6か月

児健診と 3 歳児健診）を実施しています。平成

28 年度のむし歯保有率は、1 歳 6 か月児健診で

は県平均 1.4％、銚子市は 1.3％、3 歳児健診で

は県平均 16％、銚子市は 20.6％と県平均より高

くなっています。原因の一つとしては、甘いおや

つの摂取、甘味飲料の摂取量また 1 日のおやつ

の回数が関係していると考えられます。1歳 6か

月児健診時と 3 歳児健診時の生活習慣について

比較すると、明らかに年齢が高くなると割合が

高くなっています。 

生活習慣の改善とむし歯予防対策が重要となり

ます。歯科保健事業の充実を図りむし歯保有率

を減少させていく必要があります。 

現在実施している事業は、1 歳 6 か月児健診時

に歯磨き指導やむし歯になりにくい食生活指導

を実施しています。また 1 歳 6 か月児歯科健診

でむし歯があった子ども、歯の磨き方に問題の

ある子ども、食生活に問題のある子どもには、２

歳６か月時に「むし歯予防教室」を実施して継続

的に歯科衛生士が指導している。更に平成 27年

度よりフッ化物歯面塗布事業を実施し、受診率

の向上を目指しています。2歳の早い時期から定

期的に実施することが望ましいとされています。 

平成 29年度の受診率は 65.6％（集計中）であ

り、今後更なる受診率向上を目指していきます。 

 今後の対策として、個別支援の充実・保育園や

幼稚園などと連携し保護者に対してむし歯予防

の啓発を図り正しい歯みがき習慣の定着を図っ

ていきます。 

幼児歯科健診時、歯科衛生士による歯みがき 

実習や間食の摂り方について助言、特にむし歯

になるリスクの高い子どもへは、個々に合わせ

た歯科相談や訪問事業を通して必要な支援の実

施等きめ細かく対応してむし歯発症予防に努め

ていきます。 

 
＝2018‐19年度・地区研修協議会に向けて＝ 

クラブ研修・情報委員会 

次年度ＲＩ会長テーマ  

バリー・ラシン会長 

『 ＢＥ ＴＨＥ ＩＮＳＰＩＲＥＴＩＯＮ 』 

近年、ロータリー活動が硬直

化したクラブも目立つ。ＲＩはこ

のようなクラブを含めて、変化を

もたらす重要性、危機意識を感

じ、それぞれのクラブ、ロータリ

アンがインスピレーションを働か

せて、ロータリーに変化をもたら

す発想の転換を行い、新発想

のもとにロータリーを活性化させることが重要。 

 

橋岡久太郎次年度ガバナーの         

活動テーマは・・ 
『 伝統と未来 』  

～誇りと連帯感～ 

 今こそ、「ロータリークラブと

は・・」、「ロータリアンとは・・」の

世間一般からの問いかけに、

一人一人が明確に自分の考え

で答えられるように、改めてロータリーの素晴らしさを

再考する時・・・。 

この 4月 29日、アパホテルにおいて地区研修協議

会が開催されますが、次年度、地区の委員会組織に

大きく変わったところがございますので、事前に皆様

にお知らせ致します。 

 本年度の≪研究・研修統括委員会≫が廃止され、

その中にあった小委員会の「ロータリー研修委員会」

「RLI 推進委員会」が≪管理運営統括委員会≫の中

に含まれることになります。 

 また、≪管理運営統括委員会≫の中の「会員増強・

退会防止委員会」の名称が「会員増強・維持拡大委

員会」に変更、加えて、「フェローシップ委員会」は「フ

ェローシップ・親睦活動委員会」となります。 

 ≪青少年奉仕統括委員会≫の名称は、≪青少年育

成統括委員会≫となり、その中にあった小委員会「ロ

ータリー学友委員会」は「青少年奉仕委員会(ロータリ

ー学友委員会)」として≪奉仕プロジェクト統括委員会

≫に移動となります。 

 他にも本年度、新たに加わった「希望の風推進委員

会」は、次年度の組織図から削除されていますし、≪

米山記念奨学委員会≫は三つの担当部門に分かれ

ます。 

次年度、銚子 RCはこれまで通り 5大奉仕委員会

となりますので、地区協議会での午後の分科会に出

席される皆様には、会場を間違えないように気をつけ

て下さい。 
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会 員 投 稿 

副島 賢治会員 

この 4月から、一人息子が幼稚園に通い始

めました。子供の成長を見守るのは、親とし

て幸せなことだと感じていますが、一方で何

か問題を起こさないだろうかと、心配な面も

あります。今のところ毎朝進んで登園してい

ますし、自分ひとりでトイレに行ったり鼻を

かんだりできているとのこと、また、他の園

児とも仲良く遊んでいるようで、まずはほっ

とひと安心といったところです。 

息子の通う幼稚園は、年少の同級生が 4ク

ラス 109名おり、比較的規模の大きい幼稚園

だとは思いますが、募集定員 120名に対して

定員割れを起こしており、年々園児数が減っ

ているとのことですので、やはり少子化の影

響が表れているのかなと感じています。それ

でも 109名も同級生がいるのは恵まれている

ことだと思いますし、たくさんの友達ととも

に学び、遊び、ひとつでも多くの思い出をつ

くってくれることを願っています。 

4月 7日（土）に入園式があり、夫婦そろ

って出席しましたが、同様に出席していた保

護者の中では、どう見ても自分たちが最年長

のようで、中には自分たちの子供でもおかし

くないような、20歳代前半とおぼしきお父

さんお母さんもいました。この先運動会など

で、私たちも競技に参加することがあるかと

思いますが、息子をがっかりさせないよう

に、若いお父さんお母さんに負けず頑張りた

いと思います。 
 

 

 

 

 

 

【出席報告】 

会員総数４２名 出席計算３６名  

出 席：２５名 欠 席：１１名  

出席率６９.４４％ 

欠 席：青野君・泉君・丸山君・宮内(秀)君 

佐藤君・大里君・信太君・副島君 

富永君・鈴木君・高橋宏明君 

 

【Ｍ Ｕ】 

4/17銚子東ＲＣ 大里君・高瀬君 

4/20岡山西南ＲＣ金島君 

4/21船橋西ＲＣ 松本君・島田君 

4/22勝浦ＲＣ 

小林君・宮内(秀)君・宮内(龍)君・大里君 

 

【ニコニコ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地区研修・協議会のお知らせ 

日時：平成３０年４月２９日（日） 

点鐘：１０：００ 

場所：アパホテル＆リゾート東京ベイ幕張 

第１部 本会議（全体会議） 

10：00～12：00 

第２部 部会別協議会     

13：00～16：00 

 

東クラブとの合同バスは 

銚子体育館前  ＡＭ７：００ 

銚子駅丸通Ｐ前 ＡＭ７：１０出発です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会報寄稿のお願い 

会員の投稿を募集いたします。 

ジャンルは問いません、400～600字で下記

宛てにお寄せ下さい！！ 

銚子ロータリークラブ 

広報・会報委員会委員長 副島賢治 

Fax ０４７９－２５－８７８９ 

E-mail <rotary@choshinet.or.jp  

ニコニコ BOX ￥ 6,000 計 ￥505,250 

スモールコイン ￥ 2,250  計 ￥ 44,636 

米山 BOX ￥ ― 計 ￥ 43,929  

希望の風 ￥ ― 計 ￥260,301 

次週５月２日の例会は休会です。 

次回５月９日のプログラム 

「青少年奉仕月間に因んで」  

丸山 泰典青少年奉仕委員長 

お弁当：辰巳屋（にぎり） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

弁当：辰巳家（にぎり） 

 

 

 

 

 

 


