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第2845回  村山年度  第28回  会報 2019 4-4  司会  荒牧明二君 
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                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  泉道夫君 
 
来週報告いたします。  

お客様 

 米山記念奨学生 
権鎬珍様 

会長挨拶 村山茂会長 

申し上げ、皆様とともにご冥福をお祈り申し上げた 
いと存じます。 
 早いもので、もう4月を迎え1日には新元号が発
表されました。「令和」ということですが、真っ先に
思い浮かんだ言葉は、「命令」でした。同時に戦艦
を指揮する司令官等幹部将校の表情が脳裏をか
すめ、少し違和感がありましたので、「令」という文
字の意味を調べましたところ、熟語の後に付ける
「下つき」の場合は、概ね、「命じるとか、きまり」と
いったニュアンスで使われるようですが、「上つき」
の場合は「よい、りっぱな」といった意味合いで使
われているようです。今回の元号選考の決め手と
なった万葉集の詩の中の「令月」という熟語は、
「何事をするにもよい月」という意味だそうです。い
ずれにしましても、元号は日本の歴史と文化、そし
て、未来を象徴するものと思っております。文字通
り、よりよい日本に向けての幕開けとなることを期
待したいと思います。 
 さて、本日は4月最初の例会でございますので、
今月のロータリー特別月間のテーマ「母子の健
康」についてお話しいたします。 
 
『目的と目標』 
○ 5歳未満の幼児の死亡率と罹患率を削減する

こと 
○ 妊婦の死亡率と罹患率を削減すること 
○ より多くの母子に対する基本的な医療サービス

の提供、地域社会の医療・保健関係のリー
ダーと医療提供者を対象とした母子の健康に
関する研修 

○ 母子の健康に関連した仕事で活躍していくこと
を目指す専門職業人のための奨学金の支援 

 皆様、今晩は。すでに報道にてご存じかとは思
いますが、2001-03年度国際ロータリー理事、（公
益）米山記念奨学会元理事長、当地区1987-88年
度ガバナー板橋敏雄様（足利東RC）が、去る3月
25日にご逝去されました。享年88歳のご生涯でご
ざいました。ここに追悼の意を表し謹んでお知らせ 

 世界では、疾病、栄養失調、医療の不備、不適
切な衛生設備が原因で、毎年5歳未満の子ども
630万人が亡くなっています。予防ワクチンや抗生 
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物質を提供するプログラムを支援する。はしか、マ
ラリア、肺炎、エイズ、下痢性疾患は、5歳未満の
子どもの主な死亡要因となっています。 
 サハラ以南のアフリカでは、39人に1人の女性が
妊娠中または出産による合併症で亡くなっていま
す。リプロダクティブ・ヘルス（性と生殖に関する健
康）の医療と研修を充実させることにより妊産婦の
死亡を80%防ぐことができます。 
 避妊を望む女性のうち2億2,200万人が安全で効
果的な避妊方法を利用できません。避妊教育や
避妊具の提供といったニーズを満たすだけで、妊
婦の死亡率を3分の1近く減らすことができます。 
 ロータリーは、世界で最も支援が必要とされる人
道的ニーズは何かを考え、長期的な変化をもたら
すために、特に6つの分野に重点をおいて活動し
ています。「母子の健康」はその中のひとつで、そ
れを為すためには地域の安定を促すための「紛争
予防/紛争解決」、「疾病予防と治療」、「水と衛生」、
「基本的教育と識字率向上」、「経済と地域社会の
発展」いずれも欠くことができません。これがロータ
リー６つの重点分野の所以でございますので、改
めてご認識いただき、今後のロータリー活動にお
役立ていただきたいと思います。 
 以上、本日のご挨拶といたします。ご清聴ありが
とうございました。 

 ロータリ情報委員会 委員 鈴木久雄君 

委員会報告 髙木慶一副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

  

 本年度の事業として予定しておりました、新入会
員及び入会3～4年の会員を対象にロータリー勉
強会『炉辺会』を開催致します。 
 
期日：平成31年4月18日（木） 18時30分～ 
場所：参加者決定後にご連絡致します。 
会費：3,000円 
 
 ＊また、在籍3年以上の会員の参加も受け付け
ますので、宜しくお願い致します。 
 準備の都合上、参加申込み締め切りは、4月10
日（水）とさせて頂きます。申込先は、田中迄メー
ルにてお願い致します。 

 次年度2019～20年の理事役員会を来週の例会
終了後に、村山年度の理事役員会に続く形で開
催させて頂きます。該当される方は宜しくお願いし
ます。 

 会長エレクト 吉光寺政雄君 

 スマイルボックス委員長 鈴木隆子君 

 スマイルボックス委員会の委員会報告です。 
 本日レターボックスに本年度のスマイルボックス
の実績を入れさせていただきました。 
 いよいよ先が見えて参りましたので、ラストスパー
トの程、どうぞよろしくお願いいたします。 
 以上でございます。どうぞよろしくお願いいたし
ます。 
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幹事報告 植竹一裕幹事 

 皆さんこんばんは。幹事報告の時間でございま
すが、本日報告するべき項目はございません。 

親睦委員会 委員 豊田哲司君 

 誕生祝い 

 皆さんこんにちは。親睦委員会委員の豊田です。
今月の誕生祝いは檜山達郎さん、鳥居輝一さん
稲垣政一さん、藤崎善隆さんです。 
 結婚記念日のお祝いは黒澤洋一さん、鈴木久
雄さん、戸野俊介さんです。 

 結婚祝い 

稲垣政一君 鳥居輝一君 檜山達郎君 
 （遅刻 藤崎善隆君） 

鈴木久雄君  
（遅刻 戸野俊介君 欠席 黒澤洋一君） 

ニコニコボックス 相馬征志君 

宇都宮大学農林共生社会科学博士課程3年 権 鎬珍君 

稲 垣 政 一 君 誕生祝ありがとうございます。 

鳥 居 輝 一 君 誕生祝ありがとうございます。 

平 山 博 君 咲いた咲いた桜が咲いた。 

檜 山 達 郎 君 誕生祝ありがとうございます。4
月10日で満８５才になります。
なんとか９０才迄は頑張りたい
と思います。 
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観     桜     会 

親睦委員長挨拶 戸野俊介君 

 皆様、こんばんは。親睦委員長の戸野です。本日は、観
桜会にご参加いただき、ありがとうございます。 
 観桜会ということで、今回も、懲りずに春にちなんだ百人
一首の歌を一句、ご紹介したいと思います。 
 昨日、事務所で仕事をした帰りにですね、なんと、那須塩
原駅付近でも雪が降っていました。そこで思い出した一句
です。「君がため 春の野に出でて 若菜つむ わが衣手
に 雪はふりつつ」こちらは、光孝天皇 （こうこうてんのう）
の歌です。現代訳は、「あなたのために春の野に出て若菜
を摘んでいましたが、春だというのにちらちらと雪が降って
きて、私の着物の袖にも雪が降りかかっています。それでも、 

あなたのことを思いながら、こうして若菜を摘んでいるのです。」です。 
 皆様、日々、忙しくお過ごしのことと存じます。昨日の夜のように、冷え込むときもありますが、暖かい陽
気を感じられると少し気持ちが明るくなったり、さらに新しい何かをスタートするのにぴったりの季節となりま
した。本日は、この素敵な趣きと歴史のある、石山さんで、ゆっくり春の訪れを感じながら、美味しいお料
理や、お酒、皆様との会話を楽しんでいただき、素敵な夜にしていただければと思います。 

 演奏者紹介 親睦委員会 
委員 秋葉秀樹君 

 本日の演奏者であります柳瀬洋様の紹介を致します。柳
瀬さまは愛媛県今治市出身、東京芸術大学卒業、同大学
院修了。在学中、第４７回日本音楽コンクール２位受賞。ド
イツ国立デトモルト音楽大学を首席で卒業。第１回ブラー
ムス国際音楽コンクール優勝、ドイツ新聞紙上にて「彼の
演奏からは、まるで言葉が聞こえてくるようだ！」と絶賛され
た。その後、ソリストとして国内外で活躍。 
 日本のクリスチャン音楽家たちで結成したユーオーディ
ア管弦楽団・合唱団代表。 
 ユーオーディア・アカデミー学長。 
 CDや著書など多数ある。 
 日本を代表するクラリネット奏者の一人。 
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次回例会         平成31年4月13日      担当  出席委員会 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 

演奏 柳瀬洋様 伴奏 妻 佐和子様 

司会 泉道夫様 

乾杯 月江寛智様 中締め 吉光寺政雄様 
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