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　　　　　　　　₄月17日㈯、18日㈰は八戸
　　　　　　　で開かれた地区大会にたくさ
　　　　　　　んの方にご参加いただきまし
　　　　　　　てありがとうございました。
　　　　　　　コロナ感染防止対策のしっか
　　　　　　　りした大会で、非常に勉強に
なりました。
　今日はロータリーバッジ（徽

きしょう

章）について
お話しします。若いころは結構バッジを忘れ
てきて、先輩方から注意を受けた人間ですが、
10年くらいしてからレターボックスにもう１
個入れておけば大丈夫ということに気付き、
それ以来バッジを常に着けられるようになり
ました。ロータリアンと出会っても、バッジ
をしていないと分からないということがあり
ます。出張していてもそうです。逆に言えば
一般の人から見れば、ロータリーバッジはそ
もそも何だろうと疑問に持つ方がいらっしゃ
ると思いますので、バッジの意味を調べてみ
ました。
　1993年～94年にＲＩ会長を務めたロバー
ト・バースという方が国際協議会で次のよう

に述べています。「ロータリアンが徽章を付
けているときは次のことを意味している。①
あなたは私を信用していただいて結構です②
私は信用に値する者です③私の用意はできて
います。いつでも、あなたのために奉仕でき
ます④私は受ける以上のものを、あなたに与
えます⑤私は人のために奉仕します」。これ
からはそういう気持ちでいきたいと思います。

〇市中の入院患者数は先週に比べ市民病院マ
イナス１で11名、当院もマイナス₂で₆名、
宿泊療養も₃名退所して18名です。以上が八
戸市内の入院・療養数です。ひところのピー
クを過ぎて、退院退所される数の方が多く
なっています。クラスターの濃厚接触者の洗
い出しも終了し、クラスターは沈静化に向
かっているという状況です。
〇レターケースの中に2021年バーチャル国際
大会の案内を入れさせていただきました。MY 
Rotaryに情報があるということで閲覧しま
したが、詳細はまだ何も決まっていない状況
です。割引の期限がありますので、参加ご検
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討の方はご注意ください。₅月７日㈮までに
お支払いいただければ割引で登録ができます。
〇例会終了後、第10回理事役員会を行います
ので、理事役員の方はご参加をお願いします。
〇次週₄月28日㈬はお花見例会が中止となり、
昼例会に変更します。平戸さんに急きょ卓話
をお願いしました。平戸さんの卓話に期待し
ています。

親睦・会場委員会　　　　岡崎　孝文委員長
〇ニコニコボックスの報告
◦会員誕生祝　山本　仁・峯　正一さん
◦奥様誕生祝　深澤　隆さん
◦結婚記念日　道尻誠助・橋本八右衛門さん
築舘智大さん　66です。（会員誕生日）
峯　正一さん　（会員誕生日）
深澤　隆さん　（奥様誕生日）
道尻誠助さん　春らんまん。何かが生まれそ
　　　　　　　うですね‼（結婚記念日）
橋本八右衛門さん　最近はケーキでごまかし
　　　　　　　　　ていますが、これがあっ
　　　　　　　　　て助かります。（結婚記
　　　　　　　　　念日、会員誕生日）
夏川戸　斉さん　廣田さん、ロータリーの友
　　　　　　　　の発表、ありがとうござい
　　　　　　　　ます。
小井田和哉・石橋信雄�
　　　　　　　　　　�ニコニコデー
小林幹夫さん　　　　�

峯　正一さん
　　　　　　　　先ほど道尻会長がロータ
　　　　　　　リ ー バ ッ ジ に つ い て お っ
　　　　　　　しゃっていましたが、私も
　　　　　　　バッジの思い出があります。
　　　　　　　だいぶ前ですが、故・村上由
蔵さんに怒られたことがあります。東奥日報
社のアドクラブの会議でパークホテルに行っ
たときのこと。作業着から慌ててスーツに着
替えて出席したところ、バッチを着けていま

せんでした。そのとき、村上さんから「君は
何なんだ！」と頭から湯気が出るほど怒られ
たのを記憶しています。
　地区大会の感想などを申し述べます。ガバ
ナーが八戸市美術館に椅子とテーブルを寄贈
し、小林市長から感謝状が贈られました。そ
のときに読み上げられた宛先が「国際ロータ
リークラブ　第2830地区」となっていました。
月曜夕方の地元テレビ局のニュースでも「国
際ロータリークラブ」とタイトルが出てい
ました。ＲＩはRotary International（国際
ロータリー)、クラブの集合体です。皆さま
も「国際ロータリークラブ」と間違わないよ
うお気を付けください。
　五所川原の山崎淳一パストガバナーがＲＩ
の現況を報告され、非常に感慨深いものがあ
りました。₂月にアメリカのサンディエゴで
開かれる国際協議会には、世界中からガバ
ナーエレクトが集まって１週間ほど勉強しま
す。その１週間前に研修リーダーと呼ばれる
方々が集まって、ガバナーの勉強の手助けを
するための勉強をします。そのモデレーター
を務めるのが次期会長、役員です。
　山崎さんは2019～20年の₂年間、研修リー
ダーを務めました。また八戸南の黒田正宏先
生は2003～04年の₂年間、元弘前の関場慶博
パストガバナーも１年間研修リーダーをやっ
ています。山崎パストガバナーとは昨年₂
月、地区ローターアクト年次大会で話をして
いろいろ伺いました。最初の年は₅㌔、翌年
は₃㌔やせ、非常に大変だったということで
す。また、地区が集まってリジョンになった
り、役員・ガバナーの任期が１年から₃年、
₅年になるような話もしていましたが、まだ
だいぶ先のことのようです。
　地区からは2012～13年度に青森中央の松本
康子さんが初めての女性ガバナーとして出て
います。妻神年度は₂人目の女性ガバナーと
して十和田の佐々木千佳子さん。来年のＲＩ
会長はインドの男性で、その次がカナダの方
でＲＩ初めての女性会長が出るようです。
　山崎さんはＲＩがいろいろと変わるような
話をされ、非常に興味深く聞きました。私を
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含め、古いロータリアンは「このごろのロー
タリーは変わった」と考えていると思います
が、「ロータリーは変わっても奉仕と親睦は
変わらない」との言葉も印象的でした。
　山崎さんは実はピンチヒッターでガバナー
になった方です。当初は松田さんという方が
ガバナーになる予定でしたが、１年前に急に
倒れられて。私は山崎さんがすごく勉強して
いると思います。
　次に規定審議会の報告を弘前西の工藤武重
さんがされました。皆さんもご存じの通り、
年間₄日まで任意休会ができることはもう全
国的にやっています。このごろ変わっている
のは職業分類があっても無きに等しい。もっ
と面白いのは職業に就いていない女性も入会
を認めるというのがありました。ちょっと調
べてみましたが、フランスのクラブから出た
話だそうで、未亡人でもよいと。ローターア
クトの改革にしても、ロータリーの会員が減
少しているので、とにかく頭数を増やして人
頭分担金を集めないとＲＩがなかなかうまく
いかないからだと思っています。

松本　剛典さん
　　　　　　　　私は尾木直樹さん講演会の
　　　　　　　話をします。₄月18日㈰に八
　　　　　　　戸市公会堂で約500名ほどの
　　　　　　　お客さまを迎えて行われまし
　　　　　　　た。尾木ママはテレビで見る
通りとても気さくで親しみやすい方でした。
本当にトークも上手で、笑いを時々交えなが
ら、皆さんを引き込むような話をされていま
した。
　講演はコロナの話から始まり、その後、松
山英樹選手や大谷翔平選手、池江璃花子選手
など、今世界で日本の若いアスリートが活躍
しているという話から、日本の教育が世界で
も遅れており、一体何が遅れているのかとい
う話をされました。尾木ママいわく、世界で
一番教育が進んでいるのはオランダだそうで
す。日本とオランダ、世界との教育の違いで
すが、世界で今子どもたちに教えているのは
「自己決定力」。何でも自ら考えて行動でき

る、そういう教育をしているのが世界で、日
本はまだそういうところでは遅れているとい
うことです。
　これから求められる人材、特に世界の大学
でどういう人材を育てていくかですが、今ま
で日本はＩQ（知能指数）という部分を重要
にしてきた部分がありましたが、世界の教育
ではHQ（人間性指数）を重要視するように
なりました。自己決定力を持つ人材を発掘し
ていこうという流れになっている。なぜそう
なのかというと、今はインターネット、AＩ
（人工知能）の普及が避けられない時代で、
その中で全部コンピュータにとって代わられ
るかといわれると、そうではなく、それを動
かすのは人間だと。これからの日本の教育に
重要なことはとにかく自分で考えて、いろん
なものにチャレンジしていく力、生き延びる
力を身につけなければならないと、尾木ママ
は強くおっしゃっていました。

「ロータリーの友」４月号　　廣田　茂さん
　　　　　　　　₄月は母子健康月間です。
　　　　　　　世界に目を向けますと、DV、
　　　　　　　ドメスティック・バイオレン
　　　　　　　スで38％の女性が身近な男性
　　　　　　　に殺されているという信じら
　　　　　　　れない数字があります。30％
の女性が身近な男性から暴力を受けています。
ポリオ撲滅に挑戦したのだからDVに対して
もできるだろう。ポリオとDVは違うとは思
いますが、とりあえず可能だろうということ
で、オーストラリアとニュージーランドの
ロータリークラブが頑張っています。
　世界では₅歳までに590万人の子どもが命
を落としています。それは主に感染症、栄養
失調、適切な医療不足。ブラジルのロータ
リークラブが頑張っています。
　母子の健康へのロータリー活動としては、
世界的に見ると予防接種、安全な出産、適切
な医療、HＩV母子感染、B型肝炎、母乳に
よる授乳。母乳の中にＩGA抗体が入ってい

「ロータリーの友」紹介



てそのまま飲むことで、赤ん坊に抗体が行く
という非常に重要な役割があります。これら
に関してはもう日本では確立されていて、全
て安全。特に出産に関しては世界トップクラ
スの安全性を確保しています。
　特集「母子の健康　日本の母子にできるこ
と」（７～13P）　日本の問題点はマタニティ
ハラスメント。「また妊娠したのか」「また育
児休暇か」「若い人を雇ってもいいけれどこ
れだからな」という雰囲気はよろしくないの
ですが、なくはない。産後うつ、望まない妊
娠中絶出産、子宮頸がん、ワンオペレーショ
ン育児。だいたい日本では奥さんが育児を１
人でやっている。児童虐待、DV、しつけ、
夫婦間の問題もあります。
　妊婦さんは大変ですよという視点で活動し
ているのが大阪箕面、奈良橿原のロータリー
クラブ。自分は妊婦ですと知らせて、守って
もらう活動です。福岡甘木は産前産後のケア
ハウス、山口宇部は望まない妊娠を防ぐため
の性教育をやっています。
　子宮頸がん、口腔がん、舌がんの何が問題
かというと水です。インドではウイルスを含
んでいる水を飲んでしまっている。安全な水
が飲める国は近くだと日本とアメリカだけ。
中国だめ、ロシアだめ、そういうところは感
染しやすい。ワンオペ育児は家庭内の問題で
なかなか入りにくいのでデータだけですが、
欧米の育児の延べ時間は₃時間、日本は₄時
間半です。育児にかかわる女性と男性の割合
は欧米は₂対１、日本は₄対１でほとんど奥
さんです。欧米は１人で子どもを置いておく
のは犯罪ですので、ベビーシッターを雇わな
いといけない。アメリカにいくと、レストラ
ンでもマーケットでも子どもの写真が何十枚

と壁に貼ってあります。全て行方不明です。
そういう現状を見ると、日本はまだ平和です。
ただ、育児に時間をかけているので、どうし
ても奥さんの方が時間が長くなる。児童虐待
は児相と警察による保護、DVはシェルター
で守るしかありません。
　八戸ロータリークラブの母子の健康を守る
活動として、私が知っているのは小菊荘です。
ここはシェルターではなく母子生活支援施設
です。医療に関していうと、１人を介護する
場合は体と精神的にも健康で、経済的に余裕
がないと何もできませんが、それが₃人も必
要だといわれています。お母さんの子育ては
介護とは違いますが、₃人分の労力を一手に
担っています。母性というすごいパワーで
やっているわけです。この母親に余裕がない
と子どもに余裕を持たせられない。
　そこでロータリークラブでは花壇の整備を
はじめ、日用品や衣類、書籍、机などの寄付、
熊谷先生の法律相談、学習支援などの事業を
行っています。小菊荘の方にちょっと聞きま
したが、入所しているお母さんは働いて自ら
努力して収入を得たいと考えている。要する
に自分で働いて頑張りたいが、働く場所がな
い。子どもを育てるには収入が低い、余裕が
ないということで、これを聞いてショックを
受けました。当院（美保野病院）でも何かで
きないかということで、採血による乳がん検
診を行いました。
　入居者に限りませんが、みんな体も健康も
精神も経済にも余裕がなければ何も貢献でき
ません。八戸ロータリークラブはトッププロ
集団です。会員がこれまで培ってきた専門性
を生かして小菊荘や地域に貢献することが非
常に大事だと思います。
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総 会 員 数　 　　₆₀名 出席数
₃₅名 総 会 員 数　　　　₆₀名 メークアップ ₁₇名した人数
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₄月₂１日現在

財団寄付額　￥₃₉₀，₃₀₀
目標達成率　　　　₃₃.₆％
寄付者数　　 　₂₁／₆₂名
米山寄付額　￥₂₈₀，₈₀₀
目標達成率　　　　₄₅.₃％
寄付者数　　 　₂₀／₆₂名


