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第 37 号 ３０68 例会 ２０１9 年 4 月
＜ビジター・ゲスト＞
入間市健康福祉センター 所長 中村 孝 様
入間市地域保健課 主幹 吉川 真奈美 様
米山記念奨学生

李 志 様
中国山東省から参りま
した。早稲田大学院人間科
学部研究科・情報科学 2 年
生です。趣味は旅行と写真
です。これから一年宜しく
お願い致します。

＜❁会長の時間❁＞齋藤栄作会長
4 月 1 日に新元号「令和」
れいわが発表されました。
皇太子さまが即位する 5
月 1 日午前 0 時に元号が
改められます。会員の皆様
も色々と情報をお持ちだ
と思いますが私の中に残
った新元号についての記事を紹介します。
「令和」は 645 年「大化」以降 248 番目
の元号です。万葉集・梅に関する和歌「梅
花（うめはな）の歌三十二首」の序文にあ
る「初春の令月にして気淑（きよく）風和
らぎ、梅は鏡前の粉を披き欄は、はい後の
香りを薫らす」の文言を出典としています。
平成までの 77 の出店はすべて中国の古典
でしたが今回は現存する日本最古の歌集
万葉集からの引用です。画期的な事だと思
います。選定するのに国書から「令和」
「広
至」「英弘」、漢籍から「久化」「万和」
「万保」が候補となりました。この元号の
もと一人一人が輝ける様に願いが込めら
れています。
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4 日（木）

明日 4 月 5 日は 24 節気の「清明」です。
すべての植物が芽を吹き初々しい緑が明
るさを発しています。入学や入社や新たな
る一歩への進級と若い芽が伸びる 4 月にふ
さわしい節です。新しい芽はどんな草木へ
と成長するのか？一歩を踏み出す大きな
エネルギーは期待と希望にあふれます。湧
き上がる春を探したいものです。
さて 4 月は「母子の健康月間」でありま
す。ユニセフ（国連児童基金）によると毎
年 5 歳未満で命を落とす子供は世界で 500
万人を超えます。2 分に 1 人世界の何処か
で妊娠や出産によって女性が命を落とし
ています。誕生後 6 週間以内に母親を失う
新生児は母親がいる新生児よりも死亡率
がはるかに高いと言われています。ロータ
リーでは予防で助けられる母と子が命を
落とすことがあってはならないと様々な
活動を行っています。一例を紹介しますと
モンゴルにおいて新生児の死亡率は 2013
年～2017 年 1000 人当たり 11.2%~9.1%へ減
少しています。関連して妊産婦死亡率も減
少しています。
最後に 5 月 23 日に予定されています日
帰り旅行の行程にも企画されている米山
記念館のニュースをお伝えして会長の時
間を終わりにします。今年、米山記念館が
1969 年 9 月 16 日開館してから開館 50 周
年を迎えましたこのことから米山記梅吉
念館をロータリー日本の拠点にしたいと
いう動きがあります。今年最後の日帰り旅
行の参加をよろしくお願いします。

＜今月のお祝い＞
会員誕生日 奥冨茂生君
豊田恵子様
婦人誕生日 吉岡晶子様
宮崎洋子様
友野政彦君
結婚記念日
粕谷康彦君

●委員長報告
<会報・雑誌委員会〉
水村雅啓委員長
・横書きの特集は、命の重
み、感じていますか？で
す。自殺防止の取り組み
やいのちの電話を支援す
るなど全国のＲＣの活動
が掲載されています。
・米山梅吉記念館が創立 50 周年を迎え、
関連記事が載っています。
・縦書きの「クラブを訪ねて」は船橋西 RC
が紹介されています。中核都市の RC の
活動をお読みください。今月もロータリ
ー情報満載です。熟読ください。

新井馨様
細田佳江様
齋藤金作君
晝間和弘君

＜幹事報告＞
豊田義継幹事
＜理事会報告＞
1.4 月 25 日(木)例会場変更・
西山荘
2.6 月プログラムについて
3.次年度奥田、古川両氏の
業務委託契約書更新の件
4.入間市ゴルフ協会年会費の件
＜予定・報告等＞
Ⅰ.4/16(火)入間南ＲＣ合同夜間例会・
ゴルフコンペ
5/10(金)第 3Ｇ会長幹事会
5/25(土)ロータリーの森奉仕活動
6/ 5(水)現・新会長幹事会
Ⅱ.5/ 8(水)4 クラブ合同懇親会
5/22(水)入間市ゴルフ協会定期総会
理事会

＜親睦活動委員会＞
後藤健委員長
5 月 23 日に日帰りの美術
館バス旅行はあと 1 名の参
加で例会成立となりますの
で、皆様のご協力を宜しく
お願い致します。

＜出席報告＞

＜ニコニコＢＯＸ＞
木下登ＳＡＡ
★中村さん、吉川さん、李さんようこそ入
間クラブへ宜しくお願いします。
「齋藤栄作君、豊田義継君、滝沢文夫君
木下登君、細田浩司君」

会員数

出席数

出席率

前々回修正率

45 名

29 名

70.73％

69.77%

事前欠席連絡 9 名

★中村さん、吉川さん、本日はよろしくお
願いします。李君 1 年間宜しく。
「白幡英悟君」

■回覧、配布物
① ロータリーの友 4 月号
② 2019 年度定期総会及び第 29 回ゴルフ
大会開催のお知らせ
③ ロータリーの森奉仕活動のお願い
④ さいたまユネスコ協会お知らせ
⑤ ネパール奨学里親申し込みの確認
⑥ 4/16 入間南ＲＣ合同夜間例会出欠席表
⑦ 5/23 山中湖・三島初夏の旅出欠席表
⑧ 他ロータリークラブ週報＆例会変更
⑨ 入間クラブ週報 35，36 号

★確定申告時期休ませていただきました。
「宮寺成人君」
★長男が明治大学、長女が川越女子高校に
進学しました。
「繁田光君」
★繁田さん例会準備ありがとうございます。
「馬路宏樹君」
本日\48,000

白幡英悟委員長

累計\787,000
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■■■講 師 卓 話■■■
入間市健康福祉センター
所長
中村 孝 様
健康福祉センター
は平成 15 年にオープ
ンしました。1 階に夜
間診療所、2 階に成人
検診部門・親子保険
部門、３階は健康増
進部門トレイニング
室があり、年間約 9 万
人が利用されています。保健師は今現在 18
名が在職しており、平成 29 年度から地区
担当制を導入しています。保健、医療およ
び福祉的機能の一体的な推進を図り、市民
自らが主体的に健康づくりを行えるよう、
また、地域で自立した生活が送れるようお
手伝いします。ご相談等がございましたら
気楽にセンターにご連絡ください。宜しく
お願い致します。

「妊娠・出産・子育て」
入間市地域保健課 吉川 真奈美 様
地域保健課では、赤
ちゃんから高齢者ま
でのすべての方を対
象に地区担当の保健
師・運動・栄養・歯・
こころの専門職など
が、市民の皆さんの子
育てや健康づくりを
応援しています。
保健師等は①市民のみなさんの地域に
出かけて、身体と心の相談充実を図ります。
②市民の方が、主体的に健康づくりや病気
の予防に取り組めるよう知識の普及やサ
ポートをします。③妊娠・出産・子育てを
切れ目なく応援するために子育て世代包
括支援センターを設置しています。④個人
の健康づくりを支えるとともに、健康づく
りを支えるボランティアの育成や活動の
支援に取り組みます。
発行

国と県が立ち上げた「子育て世代包括支
援センター」は総合窓口として妊娠・出産・
子育てを包括的に支援していく事を目標
に活動しています。
「いるティーきっず」
では、保健師が母子保健
や育児に関する相談、母
子サービスについての情
報提供を行います。電話
相談や面談のほか、妊娠・出産に関する講
座、乳幼児健診、赤ちゃん訪問などを行っ
ています。妊娠期には母子健康手帳を交付
する際に、助産師・保健師がすべての妊婦
の方々と面接をします。妊婦健康診査助成
券を交付します。出産前後には安心して出
産できるよう産前・産後ケア事業などのサ
ポートを行います。主産後、ご自宅に伺い、
赤ちゃんの発育測定や相談・情報提供を行
います。子育て期にはニーズに応じた保育
施設や子育てサービスの情報提供や相談
やアドバイスを行います。それぞれの家庭
の困りごとを一緒に考えながら、必要な支
援を円滑に利用できるようサポートして
いきます。
入間市の出生数は平成 29 年では 961 人
で千人を切っています。又、団塊の世代で
の出生率は 4.32 でしたが、団塊のジュニ
ア世代では 2.14、今は 1.2 となってます。
近年感じ取っているのは、若年で出産され
る方と 40 歳を過ぎて出産する二層に分か
れています。そして離婚率も高く、シング
ルで子育てをして収入も少なく経済的に
困っているお母様が増えております。
予防接種にも沢山の無料補助をしてい
ます。今話題になっています、はしかと風
疹は海外からの持ち込みが殆んどです。日
本は予防接種に関しては後進国でありま
す。2020 年に向けて成人の方々にも予防接
種をお薦めします。
虐待予防には子ども支援課と連携して
相談に努めています。発達障害には早期の
支援、乳幼児相談等の場面で適切な支援・
協力・相談活動を行っております。

入間ロータリークラブ

■事務所：〒358-0023 入間市扇台 3-3-7 ハイツ斎竹 101 号 Tel.04-2964-1700
■Email
iruma－rc＠jupiter.plala.or.jp
■例会場：丸広百貨店入間店６Ｆバンケットホール Tel.04-2963-1111
■例会日：木曜日 12：30～13：30 ■会報委員長：水村雅啓
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Fax.04-2965-5788

