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ロータリー月間     今月： 母子の健康月間   来月： 青少年奉仕月間 
 

 
講師卓話 

『新しい教育システム』 
茨城県立髙萩高等学校 教頭 鈴木圭一様    

◇フレックススクールとは 
・特色について 
 学校に馴染めなか

った生徒の再チャレ

ンジの場です。ライフ

スタイルに合わせ、午

前または午後部を選

択でき、卒業年数も選

択できます。 
 心理学や農業、日本の伝統文化や韓国の言

語・文化、リズムエクササイズ、折り紙など、

特色ある授業を受けることができます。少人数

授業も実施し、きめ細やかな指導を行います。 
 単位制となっており、例えば１年次で取れな

かった単位を２年次で取り直すこともできま

す。 
・相談体制について 

 週１回程度、スクー

ルカウンセラーが来

校します。さらに、茨

城キリスト教大学か

ら「生徒を支援する学

生」がほぼ毎日来校す

るキャンパスエイド

を実施しています。面談室、コミュニケーショ

ンルームを整備して、生徒の悩みや相談に対応

できる場を設けています。 

・進路について 
 進学重視型クラスを設置し、課外での指導を

行って国公立大学や私学、短大の合格を目指し

ます。 
・学校生活について 
 修学旅行、遠足、クラスマッチ、体育祭、文

化祭などを開催しています。 
 部活動はサッカーや野球、バスケットボール

など運動部９団体と、吹奏楽、美術、演劇とい

った文化部８団体があります。自分の可能性に

挑戦し、感動を手にしてほしいと思います。 
・むすびに 

生徒が自ら体験す

ること、行動すること

により、その中から結

果について達成感を

味わう。この味わうこ

とこそが、個々の喜び

となる自信につなが

る。市民の皆さんには、ぜひ応援をいただけれ

ばと思います。 
 
≪福田会長挨拶≫ 

毎年、5 歳未満で命を落とす子どもは、世界で

推定 590 万人。その原因は、栄養失調、適切な

医療や衛生設備の欠如など、どれも予防が可能

なものばかりです。  
月  日 プ ロ グ ラ ム 担  当  ４月１７日 出席報告 

5 月 8 日 地区研修・協議会報告（１） 会長・各委員会 会員数 出席者 欠席者 

5 月 15 日 地区研修・協議会報告（２） 各委員会 ３０ １４ １２ 

5 月 21 日 三団体合同例会 会長・幹事 出 席 率  ：  53.85% 

5 月 29 日 青少年月間卓話 青少年委員会 前々週訂正 ：  77.78%  
事 務 所 ： 〒318‐0033 高萩市本町 2‐65 

常陽銀行高萩支店内 TEL/FAX ： 0293-24-0505 

会    長 ： 福田 文乃 

幹    事 ： 大河原 浩 

■URL http://takahagirotaryclub.web.fc2.com/ 例    会 ： 毎週水曜日 12:30～13:30  

■E-Mail ：takahagi-rotaryclub@h7.dion.ne.jp  公共イメージ委員: 田所和雄 石平光 上田良三 小森勇一 

大髙司郎 石君平 花園文熙 棚谷 稔 鈴木直登 
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国際ロータリーのテーマ 

 

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 2.みんなに公平か 3.好意と友情を深めるか 4.みんなのためになるかどうか 



予防可能な原因

で母と子どもが命

を落とすことなど

あってはならない

と、私たちロータリ

ー会員は考えます。

すべての母子が質の高い医療を受けられるよう、

そして、出産で命を落とす母親がいなくなり、子

どもがすくすくと成長できるように、私たちは支

援活動を行っています。 
ロータリーはこんな活動をしています 
教育、予防接種、出産キット、移動クリニック

など、ありとあらゆる方法で母子の健康を推進し

ています。また、女性を対象に、HIV 母子感染の

予防、母乳による授乳、病気の予防に関する教育

も行っています。 
日本の姉妹都市との絆、ブラジルの新生児を救う 

陣痛がはじまり、妊婦はおびえています。予定

日は 3 カ月も先。一番近い病院は 48km も離れて

おり、生まれても体重は 1,000g に満たないでしょ

う。問題はもう一つ。 
病院の新生児集中治療室には保育器が 7 台しか

なく、満員になると赤ちゃんを別の病院に搬送す

る必要があります。命をつなぎとめたとしても、

両親は数カ月も長距離の病院通いを余儀なくされ

ます。 
ブラジル・リベイラバレーの病院（ Dr. 

Leopoldo Bevilacqua Regional Hospital）でも、

多くの妊婦が同じような困難に直面しています。

設備が不足すると、すでに危険な状態にある新生

児をほかの病院に搬送しなければなりません。こ

の影響は、サンパウロ州の高い乳児死亡率に表れ

ています。  
1.新生児の集中治療室に 5 台の保育器を追加し

たことで、それまでの倍近い新生児の受け入れが

可能になりました。 
2.ロータリアンは、換気装置、ビリルビン測定

装置、ベビーベッド、血圧・心拍数モニター、新

生児黄疸光線治療器も提供しました。 
3.私立病院の費用を払えない人は、24 の町をカ

バーしている州立病院まで長距離を往復しなけれ

ばなりません。 
新生児の集中治療室に 5 台の保育器を追加した

ことで、それまでの倍近い新生児の受け入れが可

能になりました。 

「ここには 2 つの現実があります。私立病院の

費用を払える人と、払えない人です。払えない人

は、24 もの町をカバーしている州立病院まで長距

離を往復しなければなりません」。Registro-Ouro
ロータリークラブ（ブラジル）のプロジェクトを

主導したリナ・シミズさんは、このように話しま

す。 
そこで同クラブと Registro ロータリークラブ

は、岐阜県中津川の 2 つのロータリークラブとパ

ートナーとなり、グローバル補助金プロジェクト

を実施しました。ロータリアンは 172,500 ドル（約

1,900 万円）を集め、新生児の集中治療室に保育

器 5 台を追加。これにより、それまでの倍近い新

生児の受け入れができるようになりました。2013
年には新生児 129名、プロジェクト完了後も毎年、

新生児約 220 名の命を救っています。 
また、換気装置 5 台、ビリルビン測定装置 1 台、

ベビーベッド 3 台、血圧・心拍数モニター5 台、

新生児黄疸光線治療器 1 台も設置したほか、住民

を対象に出産前ケアのワークショップの推進にも

貢献しました。この活動は、医療サービスや出産

前ケア・母乳の重要性についてあまり知らなかっ

た遠隔地の妊婦にとって、大きな支えとなりまし

た。 
ロータリークラブは、出産前ケアと母乳の重要

性を伝える活動も支援しました   
中津川のロータリアンは以前、補助金で困難を

経験したことから国際活動の支援を断念していま

したが、今回の経験が大きな転機となりました。

この変化を導いたのは、レジストロ市と中津川市

の「姉妹都市」提携です。 
双方のロータリアンは、定期的に交流して友好

を深めてきました。だからこそ日本のロータリア

ンも、自分たちの資金が有効に使われると確信で

きたのでしょう。日系人で日本語を流暢に話せる

シミズさんの存在も、信頼関係とコミュニケーシ

ョンの構築に大きく寄与しました。 
ここには 37 年かけた友情と絆がある。中津川

ロータリークラブの原満夫さんは、そう述べまし

た。 
 
≪大河原幹事報告≫ 
①2019‐20 年度ガバナー、2019-20 年度クラブ奉

仕総括委員長の連名で、会員増強出前卓話実施の

ご案内が届く。 
②ガバナー事務所より、地区大会記念ゴルフ大会

領収書送付の案内が届く。 
③ハイライトよねやまが届く。 
④三団体合同例会の案内が届く。 

日時：5 月 21 日 鵜の岬カントリープラザ 
例会 18:00～、講演 18:30～、懇親会 19:10～ 



バスの時刻  
常陽銀行前 17:20、福祉センター17:25、高萩駅

東口 17:30 
⑤IKOMA 時計店、ロータリーカタログが届く。 
 
【委員会報告】 
大髙 司郎 2019 年規定審議会について 

4 月 14 日開催の地区研修・協議会においては、

クラブ奉仕委員会としてお世話になり、ありがと

うございました。 
現在、3 年に一度の規定審議会が、4 月１４～

18 日 シカゴで開催されています。第 2820 地区

からは山崎清司パストガバナー（古河東 RC）が、

世界の地区からは 532 名が代表議員として出席し

ています。現在 14 日と 15 日の午前中が終了して

速報として提出立法案の採決・否決情報が届きま

した。規定審議会に提案された数は 11 ６あります。

必要な方はお申し出ください。なお、採決された

立法案は 2019 年 7 月から効果が発生します。 
 
今川 隆 
 青少年奉仕の英語スピーチコンテストの上申書

について万全を期していきます。 
 
鈴木直登 
 ４月２５日から中戸川の古民家において春のギ

ャラリー展が開催される。また、４月２９日には

髙萩スカウトフィールドで「口笛コンサート」が

開催される。是非足を運んでいただきたい。 
 
【メークアップ】 
４／１４ 地区研修・協議会 
沼田操、小森勇一、大髙司郎、石君平、花園文熙 
田所和雄、石平光、鈴木直登、大河原浩、今川隆 
 
４／１６ 地区大会記念ゴルフ大会 
永山捷平、鈴木国男、福田文乃 
 
【ニコニコ BOX】 
花園文熙さん：鈴木教頭先生卓話よろしくお願い

致します。 
石川武信さん：鈴木圭一教頭先生卓話楽しみです。 
小森勇一さん：地区研修・協議会参加ごくろうさ

までした。 
大河原浩さん：鈴木圭一先生、本日はよろしくお

願いします。 
福田文乃さん：鈴木圭一教頭先生よろしくお願い

します。地区のゴルフ大会に行って来ました。 
鈴木直登さん：昔々若い女の先生が目の前に。あ

れから５０年以上が経っていた。恩師の教えあり

がとうございます。 

菊池一さん：鈴木教頭先生卓話よろしくお願いい

たします。 
石君平さん：鈴木教頭先生よくいらっしゃいまし

た。卓話よろしくお願いします。 江尻寛さん、

大髙司郎さん、田所和雄さん、今川隆さん、櫻井

高志さん、菱川健司さん 
 
    本日計  １５，５００円 
    累計 ７３２，３００円 
 
【ロータリー財団】 
    本日計       ０円 

累計 ６１３，７４０円 
 
【ポリオプラス】 
    本日計       ０円 

累計  ４２，７８０円 
 
【米山記念奨学会】 
    本日計   １，０００円 

累計 ４４１，２００円 


