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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 20 号 通巻第 2671 号 

第 2671 回例会 

２０１４年（平成 26 年）11 月 25 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「それでこそロータリー」 

幹事 

 

海鮮中国料理 かのと亭 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

山武健康福祉センター 

センター長  鎗田 和美 様

親睦委員会 

管理運営委員会 

髙橋邦夫会長 
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◆お客様紹介 

 
11 月のレディース月間の第 3 弾です。ＮＰＯ法

人地域医療を育てる会理事長の藤本晴枝さんで

す。藤本さんは 1996年に東京から東金に越してい

らっしゃいました。その間、お子さんが 3人いらっし

ゃり、子育ての中で住民・行政・医療・行政さらに福

祉・保健などの様々な立場の人々が同じ土俵でお

互いに知恵と力を出し勝って以下なればならない

とつくづく感じたそうです。そういう過程から「対話を

する場を作る」ことになり、2005 年の 4 月に会を立

ち上げました。同年 11 月にＮＰＯ法人となり、現在

に至ります。非常にまれにみるリーダーシップを発

揮されています。 

 

◆会長挨拶 
髙橋邦夫 会長 

 

11 月 16 日（日）に東金文化会館に於きまして、

「東金市制 60 周年記念式典」がございました。当

日は千葉県副知事の高橋渡さん、森衆議院議員、

参議院議員の方々がお見えになり、盛大に行われ

ました。その席上で、東金市制 60周年記念功労者

として、本会会員の小林信雄会員、平間陸生会員、

鈴木康道会員、塚瀬一夫会員、渡邉直樹会員が

受賞されました。誠におめでとうございます。合わ

せて、城西国際大学さんと新千葉カントリークラブ

さんが感謝状ということで表彰されました。皆様に

お祝いを申し上げますとともに、東金ロータリークラ

ブとしても地域貢献に励んで参りたいと思います。 

 

ロータリーのフレンドシップ 

ロータリークラブに入会して８年目ですが、世代

を超えた会員相互の交流の中に、ロータリーならで

はのフレンドシップを感じます。ロータリーの友情は、

友だちとの友情とは異なる何か特別なもので、うま

く表現できないのでここではフレンドシップと呼ぶこ

とにします。それは、同世代同級生の間の友情と

は異なるし、運動部での先輩後輩の上下関係とい

うものでもありません。会社の同僚ということとも異

なります。ロータリーという名の通り、それぞれの役

割が持ち回りで動いているからかもしれません。会

長職をはじめすべての役職が１年の任期であり、

任期が終われば一会員に戻ります。 

さらに、ロータリーのフレンドシップは、クラブとい

う枠組みを越えても広がっています。職業上の知

人と、近隣クラブや、地区内のクラブで出会うとき、

同じバッジを身に着けたロータリアン同士の心のつ

ながりを感じ、自然と頬が緩み、にこやかに挨拶を

交わすのが通例です。海外でもどこでも、ロータリ

ーバッジは微笑みとともに迎えられます。ロータリ

ーの奉仕の理想を共有することで、偏見や、頑固

さなどの束縛から離れ、人間として自由に交わり、

相互に理解し、友情を温める機会が得られている

のを感じます。強さや富で人を評価し差をつけるの

でなく、その人の温かさとか、貢献心とか、奉仕の

ための行動を認め合い、会員誰もが当たり前のよう

に行っていることとして差をつけないことが美徳の

ように思います。 

第２６７０回例会の記録 ＜１１月１８日＞ 
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ロータリーの精神は、人を隔てる障壁をなくし、

不和を調和に変え、競争を協力に変え、人生の美

しさと、ロータリアン一人一人が備えている心の気

高さを顕わにしてくれます。その理解と友情のきず

なが、ロータリーのフレンドシップの源なのだと思い

ます。 

 

◆幹事報告 
小久保 良行 幹事 

 

 国際ロータリー2790 地区ガバナーより、クラ

ブ奉仕プロジェクトとして、社会奉仕、国際

奉仕委員長会議開催通知が来ております。

1 月 23 日（金）1 時よりホテルポートプラザ

千葉です。 

 八日市場ロータリークラブより例会変更案

内が届いております。 

 本日お配りしましたクラブ週報に記載されて

いる忘年会の件ですが、12 月の理事会に

諮り、移動例会にするかどうかをご連絡申し

上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆卓話 

 
NPO 法人 地域医療を育てる会 

理事長 藤本晴枝 様 

みなさまこんにちは。今日はこのような機会をい

ただきましてありがとうございます。 

では、私たちの活動について簡単ではあります

がお話をさせていただきたいと思います。 

今日のタイトルは「生き生き自分らしく。そのため

に私たちのできること」です。私たちの活動は、もと

もとは医師不足から始まりました。2005 年、私たち

の活動はお医者さん、看護師が少ないということか

らちょうど 9年前に始まりました。2年に一度お医者

さんの数を調べますが、2012年 12月 31日の最新

データによると、お医者さんは人口 10万人あたり、

千葉県では 172.7 人だそうです。これが全国平均

でいいますと 226.5 人。千葉県は都道府県別にみ

ると少ない方から数えて 2番目です。東京の近くな

のに意外ですね。一番少ない県は埼玉県なんで

す。 

私たちが住んでいる山武地域は、医療圏では山

武長生夷隅が 2次医療圏といいます。ここはさらに

千葉県でもお医者さんの数が少ない地域で、全国

平均の半分くらいです。ですから、この地域のお医

者さんは全国のお医者さんより忙しいといえます。

そこで、どうしたらよいかというと、私たち患者が医

療機関へのかかり方に気を付け、医療スタッフの負

担を軽くする必要があります。そういう活動から始ま

り、今に至っています。また、少ないお医者さんを

地域で育てて、医師不足を育てようと考えています。

ベテランの先生をお招きするのは難しい。ならば、

若い先生に来ていただいて、私たちが若い先生を

育てるようにしていこう、と活動をしてまいりました。
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活動の対象地域は山武地域です。2005 年 4 月か

ら市民団体として活動を始めました。11 月にＮＰＯ

登記をし、12 月に千葉県に認証されました。現在

会員は 31名、その中の医療関係者は 10名、行政

職員 2名、この行政職員は千葉市と市原市の方で

す。市議会議員は東金市と大網白里市の議員さん

がそれぞれ一名ずつ参加されています。 

私たちの会は、「対話する地域医療を育てる」と

いうミッションを掲げています。シンボルマークは 4

つのクローバー、「医療・住民・行政・福祉」の 4 つ

の心をあらわしています。これが一つにつながって

ほしいなと思って活動をしております。 

具体的には、「情報発信」と「対話の場づくり」を2

本の柱として活動をしています。 

まず、情報発信ですが、2つあります。 

医療・行政がどんな風に困っているか。また、問

題解決のために住民は何ができるかを考えていま

す。情報紙『ＣＬＯＶＥＲ（クローバー）』と、ホームペ

ージやブログなどのインターネットでの情報発信を

して、全国的にどこでも医師不足ですのでこのよう

な活動を広く発信しています。 

この『ＣＬＯＶＥＲ（クローバー）』ですが、現場の

実情や取組の紹介とともに、住民は何をしたらよい

か、を必ず書くようにしています。そうしないと「たい

へんなんだな、こまったな」というところで読む人の

頭が止まってしまいますので、私たちに何ができる

かを合わせて書いています。 

活動当初は 2 万枚発行しておりましたが、2013

年から縮小して 6 千部にしました。大きな理由は、

以前は東金市内で回覧板を使って全戸配布をし

ておりましたが、これが回覧のみになり発行部数が

減りました。そのほか、各自治体の公共機関、医療

機関、山武郡市薬剤師会の薬局などにおかせて

いただいております。また、医師会・歯科医師会の

会員の先生方には『ＣＬＯＶＥＲ（クローバー）』を郵

送させていただいております。 

こうして発信している内容は大人向けです。子供

向けにも発信しており、本とＤＶＤです。『くません

せいのＳＯＳ』という絵本で、コンビニ受診の問題点、

かかりつけ医を持つことの大切さを分かりやすく書

きました。皆さんはコンビニ受診という言葉を聞い

たことがありますか？コンビニ受診というのは、悪い

ことなんですよね。夜間のお医者さんと看護師さん

の少ない時間に、昼間来ればよい患者さんが結構

来ます。コンビニエンスストアのようにいつでも空い

ているから、という感覚で、昼に来ればよい患者さ

んが夜に来る、ということをコンビニ受診といってい

ます。夜、手薄になっている医療機関では負担が

大きくなり、本当に命に係わる患者さんに診察する

ためのマンパワーを削いでいくのです。『ルーとポ

ノポノ』というお話は、終末期医療についてのお話

です。「命には限りがある、大切なんだよ」ということ

を子どもたちに伝えたいと思って書きました。 

 

 

どうして子どもたちの絵本を書いたかというと、医

療に関心のない大人、嫌煙している大人にも伝わ

ると思って書きました。『くませんせいのＳＯＳ』は 1

万部が売れました。隠れたベストセラーです。 

 

情報発信と対話の場づくりですが、情報発信は

一方通行ですので、受け取った側と発信した側が

一緒に話し合う場がないと、なかなか地域に理解さ

れず浸透していかないと思っています。そこで対話

の場を作ってきました。ポイントは「住民医療福祉

の関係者が一堂に集まる」。住民だけが集まると、

誰が悪い、などで話が止まってしまうので、そこに

専門家が入って、現場の実情や取り組みを話して

もらい、住民も聞く。「じゃあどうしたらよいか」と一

緒に考えられるよう問題を共有し、どうしたらよいか

知恵を出し合う場を作ろうとしてまいりました。 

懇談会・学習会・対話集会・講演会といろいろな

集まりを行ってきました。地域医療の連続講座を 6

回行いましたが、その第 1回目はこの会場でした。

延べ 400 名くらいの方がお見えになりました。東金
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病院は今年の 3月で閉院になりましたが、レジデン

ト（研修医）の研修を共同開催してきました。今取り

組んでいる対話の場づくりは、読書会、そしてもう

一つはかるたプロジェクトです。 

医療の問題を考えると、大きく問題となっている

のは高齢社会だと思います。高齢社会に対応する

ためには、医療だけでは間に合わないという現実

が見えてまいりました。医療費は増え、病院のベッ

ドも足りません。そして、病院を支えるための財源

はそう簡単に増やすことはできません。病気も完治

する病気ではなく、病気を抱えたまま日常生活を

営まなければならない人が増えてくる時代になって

きました。そうすると、健康づくりや日頃の生活を支

える仕組みが大切だ、ということになりました。病気

が全くないことではなく、病気を抱えながらも生き生

きと毎日やりがい・生きがいをもって自分のやりた

いことを実現していく、そういうことが健康なのでは

ないかと考えます。また、誰もが健康でいたいと思

えるようにするにはどうしたらよいでしょうか？健康

でいたい、とみんなで思えるような地域を作るには

どうしたらよいのだろう、と考えるようになりました。ま

た、生活を支える仕組みがあることで、病気が悪化

したり入院したりせずに済むことがあるのではない

のかと思いました。例えば、ご年配の方で多いのは、

食事の支度を自分でしていた人が出来なくなり、ご

飯は炊けるから、あとはお漬物で食事を済ませる、

という方が多いです。買い物がおっくうになったり、

できなくなったために、簡単な食事になり、栄養の

バランスが悪くなります。いわゆる低栄養という状態

で入院される患者さんが増えています。病院で栄

養バランスの良い食を摂っているだけで、お元気

になられる方も多いです。そのように、生活を支え

ることが危うくなってくると、ならなくてもよい病気に

なったり、もっと重くなって入院したりしなければな

らなくなります。 

 

私たちの取組の一つの読書会は、『コミュニティ

ヘルスのある社会へ』というテキストをもとに意見交

換会を行っています。この本には健康づくりや、地

域の人間関係を作ることをしている先進的地域の

紹介をしている本です。高知県、埼玉県、山形県

などいろいろな地域でいろいろな人々が地域を挙

げて活動をしている事例が紹介されています。そ

のテキストを読んで、感想を言い合ったり、意見交

換をしたりしています。城西国際大学さんを会場に

お借りして毎月一回開催しています。テキストに登

場している様々な事例を、ただ読んで意見交換だ

けでなく、実際に事例に取り組んでいる人を先生と

してお招きして、質問をしたり、私たちの地域でど

んなことができるかを考えるなどをしています。その

一つで埼玉県幸手市の東埼玉総合病院、その近

くにある「コミュニティスタンド プリズム」という飲食

店を経営している方は、脱サラ後にコミュニティづく

りに取り組んでいらっしゃる方です。埼玉での取り

組みを聞きました。別の日には高知からお招きし、

『いきいき 100歳体操』について伺いました。ロコモ

ティブシンドロームで足腰が弱ってくるご高齢者の

方が増えているので、そういう方たちにいつまでも

元気でいられるように、という体操です。80 歳の女

性の方、最初は歩くタイムを計ると転ばないように

支えながらゆっくり歩いていたのですが、『いきいき

100 歳体操』をやったら、小走りでスタスタと走れる

ようになっていました。そういった活動が功を奏して、

住民の皆さんがいろんなところで体操をしているそ

うです。 

 

 

 

もうひとつ、「かるたプロジェクト」というものをやっ

ています。東埼玉総合病院のドクターが、「生き生

きとした生活を送るために高齢者の心得 10 か条」

をつくろう、とおっしゃいました。健康な方は一生懸

命読みますが、そうでない方は見向きもしない、と
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いうことが多いので、お仕着せのものではない、語

呂がいいものを、ということになり、かるたにしてみ

んなが楽しめるようなものを作ろうということになりま

した。東金、大網、埼玉県幸手市を会場にし、いろ

いろな方にお集まりいただき、かるたの読み札の言

葉を作ってきました。 

 

かるたの一例をご紹介します。 

 

い いつもニコニコ元気に散歩 

け 血圧計 平均値になるまでもう一回 

さ 3食で まごわやさしい とりましょう 

 ま  まめ 

ご  ごま 

わ  わかめ（海藻類） 

や  やさい 

さ  さかな 

し  しいたけ（きのこ類） 

い  いも 

ひ 昼来てよ 言いたい患者であふれてる

夜間救急待合室 

ほ ボケ防止 週に一度の孫との将棋 

せ 急くな 急ぐな あわてるな 足を折ったら

寝たっきり 

かるたプロジェクトは皆さんが普段の思いや願い

を話していきます。その中で印象に残った言葉を

ご紹介します。 

ある方はソーシャルワーカーで、普段困った方

の相談に乗ることがお仕事の男性です。「仕事なら

ば初対面の人でもお話ができるけれど、家に帰ると

近所の方と話ができない」とおっしゃっていました。

また、別の方は、定年後の 60 代の方ですが「自分

が高齢者になった時のことを漠然とした心配を抱え

ている人が多い。でも趣味の集まりとか楽しい集ま

りはいっぱいあるけれど、心配ごとを話せる場所は

ない。そういう場所が欲しい」とおっしゃっていまし

た。また別の方は、杖を使っている方で「将来自分

の体の自由が利かなくなっても、今の活動が続けら

れる社会を作りたい」と、自分の役割を担っていけ

るような社会を作りたいとおっしゃっていました。 

地域の医療あり方をみんなで考えようという時代

になっています。今までは、治す医療一辺倒だっ

たのが、支える医療が出てきました。治る患者さん

だけではないということです。これからは見送る医

療、終末期医療といわれていますが、これもみんな

で考えていくことだと思います。治すのも支えるのも

見送るのも、お医者さんや周りの人ですよね。これ

を私が、と置き換えてみると、「私が治るための医療」

「私が暮らしていくための医療」「私が行くときの医

療」。自分事としての医療を考えていくことがすごく

大事だと思います。 

 

 

 

●東金市より市制 60 周年表彰を頂きました

    鈴木 康道 会員

●東金市より市制施行 60 周年式典に於いて

感謝状を頂きました。      

平間 陸生 会員

●市制 60 周年記念式典にて、感謝状をいた

だきました。     小久保 良行 会員

●市制 60 周年おめでとうございます。ご奉

仕           高橋 邦夫 会員

●孫が生まれて 4人になりました。すべて

男の子です。      岡本 秀男 会員

●このたび市長感謝状を頂きました。  

小林 信雄 会員

出席率  11 月 18日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

23名 20名 86.9％ 1,250 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 


