＞＞＞

四つのテスト ＜＜＜～言行はこれに照らしてから～
１．真実かどうか
３．行為と友情を深めるか
２．みんなに公平か
４．みんなのためになるかどうか

■幹事報告

■例会予定
<本日＞

■茂宮幹事

母子の健康月間
＊＊＊

第２４０６回

（２０１８年４月４日）

例会報告

＊＊＊

■例会プログラム

■ニコニコの趣旨

司
会 ：富田 真理子
開 会 点 鐘 ：永山会長
ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介 ：大城 英明
斉
唱 ：君が代・四つのテスト
ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ ：池田 彩織
ｴｺ思想推進宣言 ：國吉 一人
会 長 挨 拶 ：永山 雄一
幹 事 報 告 ：茂宮 隆次
委 員 会 報 告 ：柏田 吉美
卓
話 ：桑江喜代子氏
ﾆｺﾆｺＢＯＸ ：伊禮 文雄
出 席 報 告 ：伊禮 文雄
閉 会 点 鐘 ：永山会長

■サダ子さんお久しぶりです。（山里 将）
■宜野湾ロータリークラブの皆さんと元気な仲
吉さんに会いに参りました。（緑間 禎）

■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

大城英明会員

☆ゲスト
・桑江喜代子様（許田英子会員紹介）
・安谷屋信子様（許田英子会員紹介）
・根間みのり様（池田彩織会員紹介）
★ビジター
・緑間禎様（那覇東ＲＣ）
・山里将様（浦添ＲＣ）
・田中久光様（浦添ＲＣ）

■会長挨拶
■永山会長

■先日は浦添ロータリー夜間例会に大勢来て頂
きありがとうございました。（田中久光）

【理事会報告】
①2019-20年度地区大会ホスト受諾について
②2017-18年度東北すくすくプロジェクトへ
の協力金について

■桑江喜代子氏の卓話どうも有難度う御座居ま
した。（比嘉 盛吉）

③2018-19年度ロータリー財団寄付目標額に
ついて

■桑江様卓話大変勉強になりました。ありがと
うございます。（茂宮 隆次）

④【SMILE by SNOW Project】への協賛金
について

■桑江様、素晴らし卓話有難うございました。助産
師の事を知ることが出来て勉強になりました。
仲吉さん久しぶりに例会で姿を見る事が出来てとて
も嬉しいです。ゆっくりロータリー活動を楽しんで
行きましょう。（城間 幹夫）

⑤琉球海炎祭2018への協賛について
【幹事報告】

■仲吉サダ子お姉様お帰りなさい！お元気なお
顔を拝見し嬉しく思います。
桑江会長本日の卓話ありがとうございまた。
（アラルコン朝子）
■桑江喜代子さん卓話ありがとう。これからも
頑張りましょう！（許田 英子）
■ご無沙汰致しています。過日はご多用の中を
長女孝子の為にご会葬下さいましてありがとう
ございました。
心から感謝申し上げます。（仲吉 サダ子）

①2018-19年度ロータリー財団補助金奨学生
（候補）オリエンテーションおよび壮行会の
ご案内
【回 覧】
①コーディネーターニュース4月号のご案内
②米山梅吉記念館 春季例祭のご案内
③第1回島酒フェスタのご案内
④島ぜんぶでお～きな祭のご案内
⑤2019年TAO芸術村完成のお知らせ

■出席報告

皆さんこんにちは。本日は沖縄県助産師会会
長、桑江喜代子さんの卓話よろしくお願いし
ます。以前より許田先生から桑江さんのお話
を伺っておりまして非常に楽しみにしており
ました。是非、母子の健康月間に因んでの講
話を頂きたいと思います。
話は変わりまして、柏田直前会長より最近出
席率が非常に悪い、よろしくないとお叱りを
受けました。これは会長がよろしくないから
だと喝を入れられました。後程、会場監督委
員長、親睦委員長と話し合いを持って出席率
の向上に努めたいと思います。本日は多くの
ゲスト・ビジターの方にお越し頂き賑やかな
例会となっております。本当にありがとうご
ざいます。これからも宜野湾クラブよろしく
お願いします。

■地区・他クラブよりお知らせ
【メークアップのお知らせ】
・津山西ロータリークラブ例会
日時：3月28日（水）田中旨夫会員出席
・那覇東ロータリークラブ例会
日時：3月29日（木）東江繁子会員出席
・浦添ロータリークラブ例会
日時：4月6日（金）柏田吉美会員出席

■報告

前回累計
¥369,000
¥40,475
¥69,000
¥1,910
第2406回
累
計
¥438,000
¥42,385
《4月ロータリー為替レート ＄１＝￥104》
出席報告
前回
今回
例会NO.
2405
2406
例会日
3月28日 4月4日
会員数
35
35
出席者数
11
22
出席免除者欠席数
3
4
31
算定用会員数
32
出席率
34.38% 70.97%
一般会員
1
1
メーク
アップ
免除会員
0
0
訂正出席者数
12
23
32
31
訂正算定分母
訂正出席率
37.50% 74.19%
【メークアップ3/28算入】
3/22圓通ＲＣ例会出席 田中旨夫会員
【メークアップ4/4算入】
3/28津山西ＲＣ出席 田中旨夫会員

◆第２４０７回４月１１日（水）
卓話：河崎充良氏（沖縄国際センター所長）
演題：提案型事業の紹介
◆第２４０８回４月１８日（水）
・地区協議会報告会
◆第２４０９回４月２５日（水）
卓話:：横江崇氏（美ら島法律事務所 弁護士）
（子どもシェルターおきなわ 理事長）
演題：未定
◆第２４１０回５月２日（水） 理事会
卓話：上地武昭氏（沖縄大学教授）
演題：未定（地域福祉論、地域福祉計画論）
◆第２４１１回５月９日（水）
卓話：櫻井権司パストガバナー
演題：未定
◆第２４１２回５月１６日（水）
卓話：宮城規眞氏（琉球歴史研究家）
演題：琉球の歴史について（第２話）

山里将パストガバナー補佐

柏田吉美会員

皆さんこんにちは。浦添ＲＣ山里でございます。
2月に行われた地区財団セミナーにおいて大きく変った事
項3点をご報告したいと思います。まず1点目、社会奉仕
活動で使ってもらう地区補助金がこれまでのＭＡＸ40万
円が次年度からMAX60万円となり20万円アップしまし
た。そうすると75万の活動をすると60万が財団からクラ
ブ持ち出しは15万となりますよという事です。次に地区
補助金の申請期間7月～-9月と言うのは変わりませんがカ
ウンセラー制度を設け皆さんの相談に乗りますよという事
です。もう1点はグローバル補助金の申請期間がこれまで
の7月～9月を改め1年間通しで受付出来るようになりま
す。

赤い羽根共同募金3
月に締切ました
が、今年初めてお
陰 様 で 1,000 万 達
成致しました。こ
れはロータリーク
ラブを始めとする
色んな方々のお力
添えによるもので
あります。感謝申
し上げます。

特に平仲ボクシングジムの会長のはごろも祭りで
の大きな声での呼びかけ、また多大な寄付のご協
力を頂き改めてお礼申し上げます。

誕生月おめでとうございます！
お誕生月池田沙織会員と
ワインプレゼンター平仲絢子会員

＊＊＊

桑江喜代子氏（一般社団法人沖縄県助産師会会長）
＊＊＊ 母子の健康月間に因んでの卓話 ＊＊＊

＊＊＊

■桑江喜代子氏プロフィール紹介
昭和24年9月生まれ 沖縄市出身
昭和47年 琉球政府立那覇看護学校 助産学科卒業
東京都築地産院で助産師として3年間勤務
昭和50年 県立那覇・浦添・コザ看護学校で看護教諭
として10年間勤務する。
昭和61年 産婦人科上村病院で25年間看護部長勤め
定年退職する。
平成22年 （社）沖縄県助産師会会長に就任
平成25年 沖縄県助産師会母子未来センター開設

２０１８年４月１１日（第２４０７回）

平成29年10月

その他
沖縄市女性団体連絡協議会役員
沖縄県助産師会母子未来センターは、妊娠・出 沖縄市人権擁護委員
産・子育て支援を始め女性健康支援センターとし 国際ソロプチミスト沖縄-球陽クラブメンバー
て女性の生涯に渡る母子保健に貢献している事が として、女性の地位向上に向けた活動も行っ
評価された。
ている。
NPO法人ひまわり会「ひまわり褒章2017」受章

２０１７－１８年度

「MAKING A DIFFRENCE」

皆さんこんにちは。助産師会の桑江です。今日
は宜野湾ＲＣの皆様とご一緒させて頂きありがと
うございます。沖縄県助産師会の生みの親そして
私の助産師としての育ての親であります許田先生
からの指令により皆様方にお話させて頂く機会を
頂き感謝申し上げます。皆様のお手元にある資料
は、沖縄県助産師会母子未来センターのチラシと
沖縄市男女共同参画センター発行の「きらめき」
の中で母子未来センターが紹介されております。
それを見て頂くとどんな仕事をしているかお分か
りになると思います。
沖縄県助産師は平成元年に設立しまして今年は30周年を迎える事になっております。平成25年に
母子未来センターを開設しました。昔のお産は助産院での出産でしたが、今は殆ど病院でお産をする
ように変わって参りました。現在は入院出来る助産所は助産師会が運営する母子未来センターの一角
だけとなっております。助産所の良いところはドクターはいませんが助産師のマンツーマンでお母さ
ん、お子さんそして家族に寄り添った支援をしている所です。開設から5年になりますが昨日生まれ
たお子さんを数えますと165人の赤ちゃんが誕生しております。まだまだ知名度が低いので是非皆
様方にも広報活動をよろしくお願いします。お産は人類が始まって何百万年からの営みであった訳で
すが、その中で7～8割は正常にお産しますが2～3割は難しいお産がありますのでその時はドクター
と連携しながら安全、安心してお産が出来るようにお母さん方に寄り添えるお産を目指して頑張って
いる所です。地域の中での関係が疎遠になった今、色んな問題がありますね。虐待問題とか子供の置
き去りとか色んな事件がある訳ですが、人は愛される為に生まれ、そして愛する為に生まれてきたと
思います。家族に愛されて育った子は相手を思いやる心が育ち、自分も相手も愛するようになると考
えます。沖縄県の出生率は復帰以来全国1位を保っていますが、10代の出産は全国の約2倍位多く、
望まない妊娠であったり、できちゃったからと一緒になっても中々上手く行かず離婚。離婚率も1位
です。ですから母子家庭もかなり高い状況にあり、子供の貧困問題についても色々対策を立ててはお
りますが、効果が表れるのはいつになるのかと、まだまだ問題はあると思います。生まれてきた子供
たちが本当に幸せな人生を歩むことが出来るために私たちは何が出来るのかと考えた時に妊娠、出
産、子育てはもちろんですが思春期から成熟期、更年期、老年期に至る女性の健康支援を頑張って行
きたいと思います。
最後に小学校6年生男の子の詩を紹介します。 「いつも誰かが傍にいる」
「朝ご飯を食べる時、ご飯を作ってくれる母がいる」
「学校で勉強している時、教えてくれる先生がいる」
「放課後遊んでいる時、遊んでくれる友達がいる」
「夜、家でテレビを見る時、一緒に笑ってくれる家族がいる」
「僕達人間はいつも誰かが傍にいる、だから僕も誰かの傍にいよう、生きている以上永遠に」
こんな当たり前の家族圏ですが、当たり前でない子供達が沖縄に大勢います。どうぞ宜野湾ＲＣの皆
様のお力添えを頂きどの子も当たり前の日常で育つ社会になるよう支援して頂ければと思います。命
を取り上げる助産師として子供達の幸せを願っている所でございます。
本日はどうもありがとうございました。

職業宣言

８．職業倫理を高めることは、職業奉仕の大切な一面だ。

国際ロータリー会⻑テーマ

クラブテーマ：変化をもたらす
例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121
会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30
幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ
会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

