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会長挨拶：渋谷義徳会長  

みなさんこんにちは。今週末か

らゴールデンウィークにはい

りますので、何かと用事が重な

る中を、例会に出席していただ

きありがとうございます。 

本日は、新潟ロータリークラブ

会長 徳永昭輝様からお話をしていただきます。

徳永会長様にはお忙しいところ、ようこそ三条

北ロータリークラブにお出でくださいました。

よろしくお願い申し上げます。また、三条ＲＣ

から荻根沢様が地区協実行委員長として来てい

らっしゃいます。心から歓迎申し上げます。 

4月 25日～5月 5日頃の時候を二十四節気の一

つで、「穀雨」（こくう）と言います。 

降り続く雨が、田畑を潤し、植物の成長を促し

ます。田植えに備えて農家が忙しくなる時期で

す。 

三条市議会議員選挙が終わり、当選者が決まり

ました。大きな番狂わせもなく、大方の予想通

りの顔ぶれになりました。これからの 4年間を

地域発展のために積極的に活動されんことを祈

り上げます。 

ゴールデンウィークに入り大型連休になりますが、みなさんはこの期間をどのように過ごされます

か。かねてからの計画を実行される方もいるでしょうし、子や孫の帰省を楽しみに待っている方も

多いでしょう。私の場合は、具体的な計画を立てていませんので、これまで手つかずにしておいた

「物の整理」に真っ先に取組まなければならないと思っています。「物の整理は心の整理 感謝を

込めて後始末」と教わっていましたので、この機会に実践してみようと決意しています。その次に

は、これまで積んでおいただけの本を読み切ってみようと思っています。特に歴史時代物小説が好

本日の行事：「母子の健康月間」  

     「母子を救うロータリーの活動」 

 

◆本日の出席：６５名中２９名    

◆先々週の出席率：６５名中５６名 86.15％ 

          （前年同期 81.82％） 

 

◆本日のゲスト：新潟ロータリークラブ 

        会長 徳永 昭輝 様 

     （とくなが女性クリニック院長）       

◆本日のビジター  

三条ＲＣ 荻根沢隆雄さん 

 

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ４月１９日第１回ゴルフ大会 ２０名 

２１日米山奨学生歓迎会 中原尚彦 

   ２４日第四分区ＡＧ会  

          中條耕二、米山忠俊  

   

＊本日の配布書類等  

・週報№1497・1498  

・家庭会合案内（出欠確認） 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１８ ．４．２４      　　　　　　累計№１４９９ 　　当年№４０

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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きなので、室町時代末期、幕末明治維新をテーマにした話題作を読み直すことに挑戦してみようと

思っています。なぜそのような心境になったかといいますと、たまたま、昨日 4月 23日はユネス

コに指定された、「世界本の日」であり、日本では「子ども読書の日」になっていたことを知った

ので、大人である私も本に親しまなければ・・・と気づきかせてもらい、ゴールデンウィーク期間

中に読書を楽しもうと決めた次第です。みなさんも読書を楽しんではいかがでしょうか。 

 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・日本ボーイスカウト新潟連盟より 日本ジャンボリー寄付に対するお礼 

・長久の家より 餅つき大会参加のお礼 

・新保ガバナーより 地区現・元・次期ガバナー懇談会のご案内 

    日時 ２０１８年６月８日(金)17：00～19：00 

           会場 ホテルオークラ新潟 

・直江津ＲＣより 創立６０周年式典ご臨席のお礼 

 

荻根沢地区研修協議会実行委員長より  

5月 19日(土)燕三条地域地場産業振興センターで国際ロータリー第 2560地区、地区

研修協議会を行ないます。川瀬ガバナーエレクトの指揮の下、準備を進めておりま

す。もっと早く挨拶に来れば良かったのですが何かと忙しいという言い訳をしなが

らお詫び申し上げます。登録頂いた出席人数が 690名以上となっております。 

実行委員会も皆様をお迎えするべくしっかりと準備しております。貴クラブからもコホストクラブ

としてご協力をお願いしております。当日はどうぞよろしくお願い申し上げます。 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２４日現在累計５１５,０００円＊＊＊＊ 

落合 益夫君 ポルハリスフェローとして寄付 

笹原 壯玄君 約１ヶ月入院して大変、ご迷惑をお掛けしました。 

梨木 篤史君 協力します。 

石川 一昭君 徳永様の卓話に感謝して 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２４日現在累計４８９,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２４日現在累計８０６,０００円＊＊＊＊＊＊ 

荻根澤隆雄君（三条ＲＣ）地区研修協議会実行委員長の荻根澤です。本日はよろしくお願い申し上

げます。ご挨拶が遅くなり申し訳ありません。 

笹原 壯玄君 約２ヶ月振りの出席です。色々とご迷惑をお掛けしました。 

渋谷 義徳君 先週は夜例会でＢＯＸがなかったので少しだけ多くしました。新潟ＲＣ会長徳永様、

卓話ありがとうございます。三条ＲＣ荻根澤様、地区協ではお世話になります。よ

ろしくお願い申し上げます。 

石黒 隆夫君 新潟ＲＣ会長徳永様ようこそ三条北ロータリーへ。本日はよろしくお願い致します。 

       三条ＲＣ荻根澤様いつもお世話になっております。実行委員長の役、大変お疲れ様

です。 
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中條 耕二君 新潟クラブ会長徳永様の卓話を楽しみにしておりました。 

外山 晴一君 春になったと思ったら急に夏が来ました。天気も政治も変化が激しいです。  

星野 義男君 徳永様の卓話に感謝して!! 

森   宏君 4/22佐渡トキマラソン、田中耕太郎さんと一緒に 42.195㎞のんびりと

走って来ました。 

羽賀 一真君 いつもＢＯＸへのご協力ありがとうございます！ 

 

本日の行事：「母子の健康月間」卓話 新潟ロータリークラブ 徳永 昭輝 様 

「母子を救うロータリーの活動」  

1） 日本の妊産婦死亡と新生児・周産期・乳幼児死亡について 

2） 新生児の聴覚異常について 

新潟ＲＣの会長をやっております徳永です。本日はこのように貴重な時間を頂

きありがとうございます。 

地区をとおして突然の卓話の依頼を頂き、受けてしまいました。実は新潟ＲＣ

も本日（火曜日）は例会ですが、会長の役を前会長に託しましてこちらに伺い

ました。このように他のクラブでお話しする事は初めてなので緊張と、例会の進行も違うなと思っ

ております。私のクラブは食事をしてから例会を始めますので、先ほどパソコンの設定に手間どっ

てしまい慌ててしまって皆さんに大変失礼な振る舞いをしてしまいました。 

ロータリーの活動がどのように母子健康に関して行なわれているかと言う事を含めて日本の現状を

お話ししたいと思います。 

新潟ＲＣはミャンマーの医療支援に取り組んでいますのでミャンマーの医療事情と比較しながらお

話しさせて頂きます。 

ちょっと自己紹介させて頂きます。私は長野県八

ヶ岳の麓に生まれました。３８年の新潟豪雪の年

に新潟に受験に来て今に到っております。 
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母子手帳は、妊娠中の母体と胎児、 

出産時とその後の母子の状況、 

こどもが６歳を向かえるまでを見守る 

    ～健康記録ツール～ 

 

なぜ、産婦人科医が 

   新生児の聴力障害に悩むのか？ 

新生児が先天性難聴になる主な原因・・

1/3 は原因不明 

・遺伝 

・妊婦のウイルス感染 

  風疹ウイルス（先天性風疹症候群） 

  サイトメガロウイルス 

  トキソプラズマ  

・妊娠 37 週未満の早産 

・妊婦への薬剤投与 

 ストレプトマイシンなどの薬の副作用 

妊娠 5 か月で風疹に罹った女性の決断  どんな障害が？ 聴力障害  

 ～感染時期によってことなる！  それでも「子供に会いたい」   

  生まれてくる子どもは幸せなのか  兄になる長男への影響は 

  親である自分たちがいなくなったら 誰が面倒をみる・・・ “やっぱり産みたい” 

 ～この子に会いたい、この子を守りたい～  夫は、そうだね！ 
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障害を持った子供が生まれた

としても、そういった子供達が

どのような環境に於かれるか

で、生き方、幸せの形がありま

す。予防接種で合併症として

色々な障害をもってしまうと

いうことも、私たち医療に取り

組んでいると、何人か出会いま

す。こういったことに対する医

師としての考え方、対応の仕方、

常に私たちに求められている

現状です。 

ロータリーが取り組んでいる、ポリオ撲

滅もあと少しですが、発展途上国ではま

だまだ妊婦さんが、妊娠、出産を契機に、

あるいは生まれたばかりの子供が何十万

人も亡くなっている現状で、私たちがど

のような取り組みをしたらいいのか、ロ

ータリーの活動のなかに求められている

と思います。 

新潟ＲＣはミャンマーの医療支援をする

なかで今回は、超音波医療機器を寄贈し、

引き続き医療支援を展開しようと動いて

います。 

三条北ＲＣの皆さんにもいろんな情報を

提供しながら一緒にご協力頂けたら 

（新潟日報に掲載された詩です）                ありがたいと思っております。 

私は産婦人科の医師なので今日こういうかたちでお話しさせて頂きました。日本では妊産婦死亡率

も減ってきました、新生児死亡率も減ってきていますが、それでもまだ新潟市内に「こども食堂」

というものが十何件あります。こういう事を考えると

死亡率は減ったけれども、食事も取れない子供達がい

る現実もあります。外にだけ目を向けていいのかも含

めて私たちのクラブとしても色々考えていきたいと思

っています。 

非常に雑駁な話になりましたが、世界と日本の現状に

ついて少し理解頂ければと思って話させて頂きました。 

私もこちらのクラブの運営の仕方など参考になりまし

た。新潟ＲＣも学びながら１歩前進していきたいと思

っております。 

今日はお招き頂き、本当にありがとうございました。 
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誕 生 日               結婚記念日  

会 員        夫 人  

丸山  正男  １３    渕岡  文  ３     早川 瀧雄・町子 ２    

浅野潤一郎   ２２    斎藤 裕子  ２０    森   宏・由実 ３   

羽賀 一真  ２６                中條 耕二・敦子 ５    

武田 恒夫  ２７                坂内 康男・智恵 １５  

西村 護・智恵子 ３１ 

吉田文彦・由美子 ３１ 

本田芳久・真由美 ３１ 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会第１回大会 4 月 19 日(木) 新潟カントリー倶楽部（巻） 

優勝-花井知之  

準優勝-坂内康男  

三位-梨本文也 

参加者（敬称略）：青木省一・米山忠俊・坂内康男・早川瀧雄 

         柄沢憲司・石川一昭・中原尚彦・花井知之 

         丸山 勝・樋口 勤・加藤 實・岡田大介 

         丸山正男・坂本勝司・佐藤弘志 ・外山裕一 

         白倉昌夫・佐藤義英・梨本文也・今井克義 

５ 月のお祝い 


