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第2464回 2017年4月26日例会報告

【出席報告】

SAA 門倉 光正

【会長挨拶】

会長 鎌形 芳法

出席計
出席
修正
ＭＵ
算会員 出席 欠席
率％
出席率％
数
例会
4/ 26
32
27
5
84.38
4/ 12
31
29
2
93.55
0
93.55
会員総数 37名
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
通算出席率 88.27%

点

鐘

ソ ン グ
お 客 様

会長

本日は米山奨学生 キム・チュウアイさんが見えて
います。カウンセラーは槍木会員が引き受けて下さ
いました。ありがとうございます。後程、紹介とご挨拶
をお願い致します。また今日の会員卓話は小澤会
員とのことでよろしくお願い致します。
八街ロータリークラブの定款・細則の変更に関し
てご報告いたします。今年度RIの定款変更がありま
したが、活動計画書を作成する段階において、日本
語訳の手続き要覧ができていなかったため、理事会
の承認を得て、2016～17年度の活動計画書は前年
度の定款・細則を載せました。2017～18年度の活動
計画書を作成するにあたりまして、長期計画・内規
委員会で議論をいたしました。
ご存知のようにRIの定款は変えることができません
から、「八街ロータリークラブ定款」として、そのまま
次年度の活動計画書に記載されます。『八街ロータ
リークラブ細則』におきましては、原研修委員長を

鎌形 芳法

奉仕の理想
米山奨学生（中国）
千葉大学 博士課程在籍
看護学専攻 キム・チュウアイ様
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中心に長期計画・内規委員会で協議の結果、一
部新たに付け加える部分と名称変更を行うことに
決定いたしました。４月の理事会・さらに予備理事
会と２度の理事会において審議した結果、承認を
頂きました。この変更した部分の定款・細則を今
配布させていただきました。これは原研修委員長
がより解りやすくと、現行・改正案と比較したもの
がお手元にあると思います。推奨ロータリークラブ
細則の第１１条（改正）にクラブ細則の変更には、
例会の10日前に各会員に書面による通知を行う
こと、投票の定足数を満たす会員が出席している
こと、全票の3分の2が変更を支持することが義務
づけられる。とあります。よって、来月17日の例会
日に、採決したいと考えます。尚、委員会報告に
おきまして、原研修委員長から詳細についてのご
説明を頂きたいと思います。以上、よろしくお願い
致します。

【幹事報告】

幹事 生形 健一

【表

彰】

大野眞里会員が奉仕活動優秀ロータリアンとして
表彰されました。おめでとうございます。

【奨学生紹介】

◎八街市戦没者追悼式のご案内
日時：2017年5月15日（日）10：00式典
会場：八街市中央公民館

カウンセラー 槍木 勝典

今月４月から来年３月までの１年間当クラブで受け
入れる事になりました中国ハルピンからの留学生
キム チュウアイさんです。

◎ﾛｰﾀﾘｰ財団ﾁｬﾘﾃｨｰｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟのご案内
日時：2017年5月31日(水）
会場：久能カントリー倶楽部
締切：2017年5月10日(水）

千葉大学 博士課程在籍 看護学専攻
指導教官の森 恵美先生の推薦で
・学業成績優秀
・異文化の理解度が高い
・コミュニケーショウン能力が優れている等々

◎例会変更のおしらせ（成田ＲＣ）
5月26日（金）→ 新会員歓迎夜間例会、研修会
◎親睦旅行について
5月7日(日） 8時50分 八街観光車庫集合

２７９０地区米山委員会の厳格な審査に合格して晴
れて米山奨学生になりました。今回もそのカウンセ
ラーを引き受けさせて頂きました槍木で御座います
が、会員の皆様には１年間宜しくご協力の程をお願
い致します。

◎ｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会について
5月12日（金） 8時30分商工会議所集合
当クラブより8名が参加
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【米山奨学生挨拶】

キム チュウアイ様

研究計画書（大学院での研究予定または現在
鎌形会長よりキムさんに4月分の奨学金14万円
までの研究状況）
が渡されました。
私は、千葉大学大学院看護学研究科 リプロダ
クティブヘルス看護学領域で、「在日中国人女性
に対する産褥期のうつ症状の予防的看護介入プ
ログラムの開発・検証」をテーマとした看護介入研
究を計画し、調査を行っております。
【研修委員会より】
委員長 原 弘行
出産後の女性は、身体及び精神・心理的側面
に変化をきたしやすい状態にあり、特に一時的な
マタニティー・ブルーや長期にわたる産後うつ病
等のような精神障害が生じやすい時期にあります。
特に、外国人女性の精神状態については、文化
的習慣の相違から生じるストレスの多い生活上出
来事で、産後うつ病の発症率は当地の女性より高
いリスクを示していると報告されたこともあります。
中国では、現代日本における出産文化とは異な
る中国特有な産褥期の通過儀礼『坐月子』
（ZuoYueZi）があることから、在日中国人女性は中
原委員長より次年度の活動計画書に載せる
国と日本の異なる産褥期の過ごし方の下で多くの
定款と細則の変更部分の説明がありました。
ストレスを感じて、出産後の精神的健康状態に影
響を及ぼすことが推察されます。私の修士論文で
は、在日中国人女性の産後うつ傾向である割合
は54.5%で、産後うつ状態とストレス、産後うつ状
態と入院生活上ストレッサーに有意な相関関係が 【青少年奉仕委員会より】
認められました。
委員長 木村 利晴
以上のことから、日本で出産する中国人女性は
母国で出産する褥婦に比べて産後うつ病の罹患
率が高く、文化の相違から生ずるストレスが出産
後の精神的健康状態に影響を及ぼすと考えられ
ます。従って、日本で出産する女性の産後うつ病
の発症を予防するためには、産後うつ状態の発
症の関連要因である文化と関連する要因につい
てのアセスメントに基づいた女性への看護介入を
開発して検証する必要があると考えられます。
私は、日本で出産した中国人女性を対象に、産
後うつ病の発症を予防するための看護介入プロ
5月12日（金）に行われるｲﾝﾀｰｱｸﾄ指導者講習会
グラムを開発し、その効果を検討することを目的と
について木村委員長より説明がありました。
して、現在看護介入プログラムの実施に取り組ん
でおります。一年間どうぞよろしくお願いいたしま
す。
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【会員卓話】

小澤 孝延会員

支援事業など、障害者支援にとどまらずそれに
付随する事業、サービスを提供しています。
今では、毎年100名を超える様々に能力のある
方の一般企業への就職支援実績を残せるまでに
なりました。
一言に「障害」といっても様々で、我々と同じく
十人十色その持てる力は各々違います。ポイント
は、職場の中にハード、ソフトともにその方が働き
やすい環境を作り出せるかどうか！？となります。
明朗塾というと、宅配弁当やめいろう夏まつりを
イメージされる方も多いかと思います。特にめいろ
う夏まつりは、毎年8月1日の事業開始記念日にあ
ご紹介をいただきました社会福祉法人光明会
わせて開催し、今年で18回目を数えます。お陰を
就職するなら明朗塾の小澤孝延です。
持ちまして市内外より、毎年２万人を越える皆様
まずは、伝統ある八街ロータリークラブにお声
にご来場をいただけるまでになりました。
掛けくださいましたこと、また快くお迎えくださいま
この4月より社会福祉法が改正されたことを受け
したことに御礼申しあげます。さらに本日は、卓話
て、社会福祉法人光明会では、本来の福祉事業
の機会までいただきありがとうございます。
の充実や、公益事業の推進をするべく「社会福祉
社会福祉法人光明会は、平成11年8月に知的
充実推進本部」を設置いたしました。ここでは地
障害者授産施設明朗塾からスタートしました。小
域コミュニティづくりを活動の中心にし、社会福祉
澤定明理事長が二十数年前、当時民生委員を
法人として地域貢献のあり方や、どのような役割を
引き受け地域で活動していたとき、障害がある方
果たせるのか等を検討、進めていくこととなりまし
の存在を、隣近所、親戚にすら隠し、家の奥に閉
た。
じ込めるなど、同じ人間としての扱いがされてい
障害があってもなくても、その人らしく暮らし続
ないことに「こんなことでよいのか！？」と一念発
けることができるような地域づくりを推進していきた
起され法人設立にいたりました。
いと考えておりますので、これからも皆様のご指導、
当時の措置制度では行政が施設の行き先や
ご鞭撻、ご協力をお願いし卓話とさせていただき
サービスを決定していました。その後、様々障害
ます。
がある方を取巻く法律や制度が次々に整備され、
本日は、ありがとうございました。
平成15年には介護保険法をモデルとした支援費
制度から平成18年の障害者自立支援法が施行さ
れ、今まで障害の種類ごとに分かれていましたが、
社会福祉法人光明会
三障害「一元化」とされ、身体障害、知的障害、
社会福祉充実推進本部
精神障害横断的なサービス提供体制となりました。
本部長 小 澤 孝 延
現在は平成24年に施行された障害者総合支援
法に基づいて障害の範囲が見直され、三障害に
合わせて難病も含めサービスの提供範囲が拡大
されました。また、障害者権利条約への批准や障
害者虐待防止法など障害がある方の権利や人権
を守る法整備もさらに進められています。
当法人は障害がある方を「様々に能力のある
方」と定義し、印旛管内７市２町を中心に一般企
業への就職をはじめ「働くことで自立した人生を
送りたい」と希望される方を支援しています。お手
元の四半期に発行している光明会の広報紙めい
ろうに事業所マップを掲載しており、八街市を中
心に佐倉市、成田市、白井市に計７事業所とグ
ループホームや相談支援事業、生活困窮者自立
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親睦旅行
第2465回 2017年5月7日例会報告

【会長挨拶】

【出席報告】

今晩は。会員の皆様、そして御家族の皆様、今
日の家族親睦旅行に多数の参加を頂きまして有
難うございました。また今回の旅行を企画された親
睦委員会の方々に厚く感謝いたします。今回は明
治座（五月花形歌舞伎）を鑑賞の後、上野の国立
西洋美術館を拝観。そして夕食を浅草ビューホテ
ルの最上階（スカイバンケット）にてスカイツリーの
夜景を見ながらのコース料理となりました。今回の
旅行が初めての参加となる会員とご家族の皆様参
加ありがとうございます。 昨年度八街ロータリーク
ラブ50周年記念式典が大成功に終わりました。今
回は会員の方々とそのご家族に対する御礼・感謝、
そして5名の新入会員の入会と重なり、結果として
親睦委員会の想いがこうした形で凝縮されたと思
います。 今宵は、どうぞ美味しい食事と素晴らし
い夜景の中で、さらに懇親を深めていただければ
と思います。本日はありがとうございました。
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通算出席率 87.69%
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浅草ビューホテル

国立西洋美術館
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会長 鎌形 芳法

広報・ＩＴ委員会／ 樋渡 琢也 ・ 糸久仁一 ・ 高橋宏一 ・ 萬来謙一
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