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● ロータリーソング「われらの生業」 

● 岡川光佑 様（宇都宮西 RC） 

 

   みなさんこんにちは。本日の会長の時間は、4月のロータリー月間にもなっている「母子の

健康月間」についてのお話しです。 

「日本が生み出した母子手帳が世界を変える」という記事がありましたので、資料を各テーブ

ルに配布致しました。良かったら読んでください。 

世界人権宣言の中でも、人は、誰でも最高水準の身体的・精神的健康を享受（きょうじゅ）

する権利を有していると記されています。しかし、性別による差別が この権利を侵害してい

る場合が多々あります。 

世界には、経済的な理由や、女性は外出できないという社会慣習（かんしゅう）が原因とな

り、多くの女性が疾病（しっぺい）を患（わずら）いやすくなっている上、適切な処置も受け

られない状態に置かれています。そして、疾病（しっぺい）や栄養失調、不十分な医療、不適

切な公衆衛生が原因で命を落とす 5歳未満の子どもの数は、毎年 700万人以上に達していると

言われています。この数を削減すべく、ロータリーは、必要不可欠な医療ケアの利用状況を改

善し、専門の医療提供者による母子への対応を支援しています。妊産婦や新生児に対しては、

日本の「母子健康手帳」によるケアが大変有用な手段と考えられ、近年では、この手帳がアジ

ア、アフリカをはじめ世界から注目されています。 

海外には、日本のように母子の健康記録を一緒に残せる手帳のようなタイプは数少なく、ア

メリカではユタ州のみで、ロシアでは子どもの予防接種の記録を残す程度で、その記録も 生

後 約１年くらいまでだそうです。また、発展途上国の山村地帯やアフリカに至っては、記録

さえ残せないケースもあるようです。 

日本の「母子健康手帳」は、アフリカやアジアなどの発展途上国で注目され、アジアでは留

学生医師により ノウハウが持ち帰られ、その国に合うようにアレンジされ、「母子健康手帳」

を導入した国もあるようです。日本の「母子健康手帳」が世界の母子の健康推進に貢献してい

る。とても誇らしく思いました。 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

    会長の時間        仲田 真介 会長 
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会長の時間・資料 

日本が生み出した国際公共財 母子手帳が世界を変える  戸田隆夫 （JICA人間開発部長）  

毎年 615万人の「不必要な死」。それを一人でも多く、一刻も早く救うために、私たちは

何ができるだろうか？ 

人は、住み慣れた家を追われ、国を追われたとき、何を持ち出すだろう？ 

アベーサは、20歳のパレスチナ人である。戦争で二度棲家を追われた一児の母である。パレ

スチナの戦乱を逃れダマスカスの難民キャンプに落ち着いたのも束の間、シリアの戦禍を避け

再び「難民」（二重難民）となった。10カ月の乳飲み子を抱え、ゴムボートで地中海を渡った

アベーサの持ち物は手提げ鞄ひとつ。中身は、靴下が１足、帽子、１ビンのベビーフードなど

子供のものばかり。 

 

母子手帳を持つパレスチナ人の母子。 

（注）こちらの写真がアベーサではありません。 

本人の写真は、下記ハフィントンポスト記事の 3枚目と 4枚目の写真になります。 

世界が注目した 1冊のノート 

水がかかっても大丈夫なように丁寧にビニールで包まれた１冊のノートに世界が注目した。

それは、日本が国際協力を通じて、パレスチナに広めた母子手帳である。さらに国連の協力を

得て、難民キャンプにも普及されるようになった。アベーサは、「ほかのものは無くしても人

が与えてくれるか、再び努力して得ることができる。しかし、この手帳に書かれている記録は

無くしたら二度と手に入らない」という。そこには、産前産後の検診や、赤ん坊の予防接種、

成長の記録、妊婦としての注意事項、母子が受けなければならない検診の内容やタイミングが

コンパクトに記載されている。アベーサにとって、その手帳は、子供を守るための「命のパス

ポート」である。幼子を抱える多くの母親たちが、この手帳を大事に抱えて、国境を越えてい

る。アベーサの話は、今年の国連総会での安倍晋三総理演説においても詳しく言及された。

1948年、世界で最初に母子手帳を生んだのは日本。世界最高水準の母子保健指標を日本が達成

することに大きく貢献した。母と子の保健データを統合し、さまざまな種類のカードに分散し

て記録されていた保健データを１冊にまとめた。母子手帳を母親自身が所持することによっ

て、母親の責任と自覚を生んだ。 

世界では毎年、今日本で配布されている 100万冊の 8倍、800万冊の母子手帳が、30カ国を

越える国々で配布され活用されている。過去 25年の間に、妊産婦と乳幼児の死亡率は、約 2

分の 1に激減した。しかし、今、この瞬間も、5秒に 1人の乳幼児の命が奪われている。世界

では毎年、1億 4000万人の命が生まれ、そのうち 630万人は、5歳の誕生日を迎えることなく

死亡している。また、29万人の女性が出産後の出血や危険な人工妊娠中絶などで命を落として

いる。もし、世界中の妊婦が日本と同じ状況で出産をし、日本と同じ状況で子育てをすること

ができたなら、毎年失われている妊産婦と子供、660万人の命の 93％以上、つまり、615万人

以上の命が救われることになる。 

 

世界の母子の命を救う国際公共財 

毎年 615万人の「不必要な死」。それを一人でも多く、 

一刻も早く救うために、私たちは何ができるだろうか？ 
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極めて少人数ではあるが、母子手帳を広めようと奮闘する人々が世界各地で今、大きなうね

りを起こそうとしている。母子手帳は、メイド・イン・ジャパンであり、日本が国際貢献をす

るための切り札のひとつである。同時に、母子手帳は、日本のためだけにあるものではない。

世界の国々のそれぞれの事情にあったかたちで活用されることによって世界中の母子の多くの

命を救うことができる国際公共財でもある。 

 

バブル崩壊後、四半世紀を経てもまだ、日本経済が依然として厳しい状況にあり、少なから

ぬ日本人が貧困に喘いでいる今日、日本ができる国際貢献には自ずと限界があることは言うま

でもない。しかし、そういう状況であるからこそ、日本の強みを活かした国際貢献が強く求め

られる。母子保健は、日本がまだ貧しかった 1960年代において、すでにアメリカをも凌駕し

た分野であり、今でも世界最高水準を保っている。母子手帳は、その過程で切り札的な存在と

して活用されてきた。さらに、政府開発援助を通じ、日本は、アジア、アフリカなど世界各地

で、その普及活用を支援してきた。インドネシアでは、我が国による 1993年以来の長年の協

力が実を結び、2015年にはインドネシア連邦政府が、全国共通版の母子手帳の改訂を初めて日

本の支援なしに実施した。  

2015年 9月、第 9回母子手帳国際会議が、カメルーンの首都ヤウンデで開催された。母子手

帳国際会議は、1998年、大阪大学の中村安秀教授のリーダーシップで立ち上げられたものであ

る。JICA（国際協力機構）は、世界 16カ国から、当該国の政府関係者、日本の専門家や協力

隊員などを送り込んだ。母子手帳を世界の国々が活用することによって、より多くの母子の命

が救われる。それに向けたうねりを起こす仕掛けが動き出した。インドネシアの教訓から、ア

フリカのブルンジが学ぶ。ブルンジの成果にフィリピンの政府関係者が刮目する。カンボジア

やラオスにおける進展にベトナムが刺激を受ける……という国境を越えたダイナミックな学び

と実践が加速されようとしている。 

当然のことだが、母子手帳は魔法のランプではない。単に母子手帳を配れば母子の命が救わ

れるわけではまったくない。中央から地方の最前線までの保健行政全体、さらには、出生登録

から水、電気、あるいは病院へのアクセスを確保する道路まで、保健セクターを越えた行政全

体の問題であり、そして、なによりも、地域住民自身の教育の程度や意識の問題でもある。そ

れぞれの国の実情にあったかたちと手順で、母子手帳が、その渦中に効果的に導入されること

によって、母子の命を守るさまざまな営みが結び付けられ、相乗効果を発揮する。 

世界情勢に受け身だった多くの日本人 

これまで日本人は、総じて世界情勢を与えられこそすれ、 

決して自分たちの努力では変えることのできないものと 

して捉えてきた。多くの時間と労力を、受動的に順応す 

るために費やしてきた。しかし、母子手帳を活用してう 

ねりを引き起こそうとしている人たちは、自分たち自身 

が動き、日本と世界中の心ある人々に理解と協働を訴え 

かけ続けて行けば、必ず、615万人の不必要な死は、防 

ぐことができると信じ、ムーブメント（運動）を引き起 

こそうとしている。 
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世界に広がる母子手帳 

燎原の火の如く、そのムーブメントが広がるか、泡沫の夢に終わるか？ それを知るうえ

で、2016年は大きな意味を持つ。G7では日本が議長国を務める。日本が主導してきた TICAD

（アフリカ開発のための国際会議）がナイロビで開催される。その前哨戦として、2015年の

12月 16日には、マーガレット・チャン WHO（世界保健機構）事務局長、ジム・ヨン・キム世

界銀行総裁に加えて、ビル・ゲイツ氏も参加する国際保健の会議が東京で開催され、ケニアや

タイなどからも要人を招致し、「万人のための保健サービス」（UHC）に向けてのこれからの道

筋について議論がなされる。これらの機会に、日本の経験と強みを活かしたアイデアやメッセ

ージがどこまで発信されるかが注目されるところである。さらに、2016年 11月 23 日には、こ

れらの一連の会議の成果を承継しつつ、第 10回母子手帳国際会議が東京で開催されることが

すでに決まっている。母子を含む人々の命が、一つでも多く救われるために試みられてきたた

くさんの実践や、そこからの学びが可視化され、素晴らしい成果が世界の各地で拡大再生産さ

れていることを加速するための場である。 

以下の連載では、母子手帳をグローバルに展開し活用するために、これまで、日本人が、世

界の各地でどのようなうねりを引き起こしてきたか、という点について振り返る。これからの

世界を、未来を、私たちの力で、どこまで変えることができるかについて見通しをつけるため

の一助としたい。また、これらの可視化を通じて、より多くの人々が、ムーブメントに参画し

てくれることを切望する。 

－引用記事－ WEDGE Infinity -日本をもっと、考える- 

母子手帳が世界を変える 2015年 12月 10日 http://wedge.ismedia.jp/articles/-/5708 

 

 

   §5月 12日（日）2019-2020地区研修・協議会が國學院大學栃木学園にて開催されます。 

お知らせ 

＊1959年の 4月 16日は ・・・国民年金法 交付されました！ 

 制定された当初は、20 歳以上のすべての国民は本制度に加入する必要があったが、 他の公的

年金に加入している者は免除された。 

 

 

 ガバナー月信 

§ P8に 2018学年度修了式の記事が掲載されております。ご一読をお願い致します。 

§ 4月 14日(日)2019学年度オリエンテーションに 17名が参加し、初回の奨学金が渡されまし

た。総勢約 70名が参加し大変盛り上がりました。 

 

 

§本日例会終了後、次年度理事役員会を開催致します。 

§5月 12日(日)地区協議会及び指導者研修会が開催されます。 

 幹事報告          熊本 泰久 幹事 

 

 

 

 

地区米山記念奨学会報告       長 正英 委員長 

 

 

 

 

次年度理事役員会報告       薄久保 大輔 次年度幹事 
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§仲田真介会長  皆さんこんにちは。本日は、石川会員と金会員の新入会員卓話です。二人と

も飲食店を経営しています。精一杯、自分をアピールしていただければと思

います。緊張すると思いますが、頑張ってください。ニコニコします。 

§湯浅 定会長エレクト 

         岡川様、メイクアップようこそ。歓迎致します。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。本日、石川会員、金会員、新入会員卓話よろしくお願い致しま

す。また、毎週火曜日、野球の練習ですのでよろしくお願い致します。 

§市川優子会員  こんにちは!!本日の新入会員 2名の卓話、楽しみにしておりました。テーブ

ルミーティングで、金さんの焼肉屋さん、おいしくいただきました。今月

は、石川さんのステーキ屋さんで肉を食う会、初参加楽しみにしておりま

す。 

§西山 穣会員 先週の日曜日、米山奨学生のオリエンテーションも参加して参りました。来年

度は世話クラブではありませんが、サブクラブとして 4名の奨学生を受け入

れることとなりました。ニコニコします。 

§田中豊治会員  結婚記念日の花束ありがとうございました。今日がたまたまその日でした。

今まで幾度かの危機を乗り越え 41年間、よくもっています。 

§三井良春会員  結婚記念日のプレゼントありがとうございました。 

           

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額 17,000 円 

 

 

§ 4月 24日(水)ステーキ慶(石川会員のお店)において肉を食う会を開催致します。 

  皆様奮ってのご参加をお願い致します。 

 

§ ユニホームを物井会員にお願いし新しく致しました。代金は物井会員にお支払いください 

 

 

石川 智之 会員 

(有)ステーキ慶 代表 

 

＊自己紹介とお店の紹介がございました。 

 

 

 

「上質のお肉を、お手頃価格で。精肉業直営ステーキ店」現在、月曜日を定休日とさせていた

だいております。 

  ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員 

 

 

 

 

肉を食う会            熊倉 学 会員 

 

 

 

 野球愛好会            髙橋 順也 会員 

 

 

 

 

新入会員卓話 
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栃木の精肉店から直接仕入れた安心・上質・お手頃価格の国産和牛・ 国産牛を、確かな技術

で焼き上げます。  

ステーキ慶より「お客様に安心して、お料理を召し上がっていただくために」 

栃木県産牛肉については、全頭が放射性物質の検査を受けております。当店にてご提供してお

ります牛肉は、放射性物質が規制値以下であることが確認されたもののみを使用しておりま

す。また店頭にて、当店で使用しております牛肉の固体識別番号をすべて掲示しておりますの

で、下記サイト（https://www.id.nlbc.go.jp/top.html）で、お確かめ下さい。 

※携帯サイト版もございます。どうぞ、ステーキ慶のお料理を安心してお召し上がり下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金 克基 会員 

炭火焼肉 幻 代表 

 

＊自己紹介とお店の紹介がございました。 

 

 

• 厳しく目利きした最高基準の国産和牛 

Ａ４ランク以上の和牛にこだわり独自のルートにて厳しく目利きしその日の素材を仕入れてい

ます。 

最高基準の国産和牛やホルモン、希少部位をリーズナブルに楽しめます！柔らかいタン元を、

ぜいたくに厚くカットした『厚切りタン塩』プリプリとした食感が女性でも食べやすい鮮度バ

ツグンの『幻のホルモン』は必食です！ 

• ゆったり寛げる上質な大人の空間 

お客様が親しい仲間と料理を楽しんで頂くために仕切りの高いシート席を多く設置いたしまし

た。気兼ねなく会話と料理とお酒をご堪能下さい。また１０名前後のお客様がお座りいただけ

るフラットスペース席もご用意しております。黒を貴重としたスタイリッシュでおしゃれな空

間で本格炭火焼肉をゆっくり堪能ください♪ 

 

 

 

 

 

http://www.steak-kei.com/about/images/image_009.jpg
http://www.steak-kei.com/about/images/image_011.jpg
http://www.steak-kei.com/about/images/image_015.jpg
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－クラブ協議会（次年度会長指針）－ 

 

皆さんこんにちは。会長エレクトの湯浅と申します。 

本日は、次年度会長指針ということですが、先月行われ 

ました PETS（次年度会長研修セミナー）の報告も合わせ 

て方針を発表させて頂きます。又、当クラブは 1995年発 

足以来 次年度で 25年を迎えることになりました。次年 

度には周年事業のも併せて進めて行きたいと思います。 

 3/17（日）、鬼怒川温泉ホテルに於いて 午前 10時 30に 

第 2550地区の次年度会長の研修セミナーが、川嶋 幸雄ガバナーエレクト主催により開催さ

れました。このセミナーの参加が次年度のクラブ会長就任の条件にもなります。欠席した場合

は後日セミナーを受けなければなりません。川嶋ガバナーエレクトは、栃木ロータリークラブ

出身、㈱タスクという医療機器の会社を経営され現在 72才です。ガバナーエレクトから次年

度の RI会長方針とテーマの発表がありました。 

2019-20年度 RI会長は、アメリカのアラバマ州ジケータ RC出身で法律事務所を経営してい

る弁護士マーク･ダニエル・マローニー氏です。 

RIテーマは ROTARY CONNECTS THE WORLD「ロータリーは世界をつなぐ」です。 

若いポール･ハリスがシカゴでロータリーを創った最大の理由は、見知らぬ土地で他人と

「つながり」を持つことでした。RI会長は、現在ロータリーでの「つながり」は地域社会との

関係や職業ネットワークと 強くて、末永い関係を築き上げる構造を持っているといいます。

2019－2020 年度 会長方針     湯浅 定 会長エレクト 
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そして、ロータリーの活動を通じていろんな人々と手を取り合い、行動する「つながり」を築

いて行こうと訴えています。 

 

そのテーマ受けて地区方針と目標は、～無限の可能性～ です。 ロータリーの未来のため

に、今大きな変化が必要であり、新しいアイデアや行動力が求められています。ただロータリ

ーだけでなく共通の考え方の人々や支援を必要としている人々との「つながり」を持ち、世界

中の地域社会を変えるような活動で、平和の一翼を担っていきましょう。そして、まず自分た

ちの足元を見つめ、地域の人々と「つながり」、自分たちが暮らす社会の未来と子供たちのた

めの活動をと言われました。目標として会員増強の取り組み、子供問題への取り組み、RLI推

進、2019-20年度ロータリー賞の奨励、財団と米山奨学会支援の 6項目を挙げられました。 

次年度地区予算承認後、次年度地区委員会方針が発表され、当クラブからは、熊倉財団補助

金委員長、長 正英米山記念奨学会委員長が発表されました。休憩を挟み我グループでは、熊

倉次年度ガバナー補佐を議長にグループ討議が行われ、点鐘後 18：00より懇親会、翌日解散

になりました。この研修セミナーを受けて当クラブのテーマを「楽しい。陽北ロータリー」と

しました。RI会長のことばに、「ロータリーの未来を形作る本当の場所は、クラブです。」とあ

ります。若い職業人にはロータリーは手の届きにくく、またどんな活動をいているのかわかり

にくい存在になっているといわれます。他クラブの例会を参加し参考にして、現実に私たちの

クラブはどうあるべきなのか考えたいと思います。 

ロータリーの活動の柱には、奉仕と親睦があると思います。どう奉仕を行い、親睦を図って行

くのか一年を通して行動し、そしてそれを考えて行きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1119 回 

4 月 23 日(火) 

新入会員卓話 

長 英明会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

4 月 30 日(火) 特別休会 

  

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告    山口 友邦 委員長 

 

会員数   41名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   33名   前々回訂正    0名 

欠席数     8名   前々回訂正率  

出席率  80.41％        100％ 

 

次回例会予定 

 

第 1119 回 4 月 23 日(火) 

新入会員卓話 長 英明 会員 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1120 回 

5 月 7 日(火) 

クラブフォーラム 

青少年奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1121 回 

5 月 14 日(火) 

招待卓話 

「インターアクトについて」 

地区インターアクト委員長 

永井宏樹 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1122 回 

5 月 21 日(火) 

招待卓話 

「青少年奉仕について」 

地区青少年奉仕委員長  

二十二 修 様 

12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1123 回 

5 月 28 日(火) 

新入会員卓話 

荻原 美岐 会員 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 


