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■司会 ＳＡＡ        見目 良一 君 

■点鐘  会 長         宇賀神裕一 君 

■ロータリーソング                我らの生業 

■ゲスト  真岡メディカルクリニック院長 鈴木 政夫 様 

   真岡メディカルクリニック小児科部長 鈴木 幸代 様 

■ビジター RI 第２５５０地区パストガバナー 

       宇都宮 90 ロータリークラブ 飯村 慎一 様 

■会長挨拶    会長  宇賀神 裕一 君 

皆様。こんにちは。

まず始めにお客様のご紹介を

させて頂きます。RI 第２５５０地区

第４グループパストガバナー 宇

都宮90ロータリークラブ所属 飯

村 慎一様。本日は、ようこそお越し下さいました。どうぞご

ゆっくりお過ごしください。そして本日、お忙しい中卓話をし

て頂きます、真岡メディカルクリニック院長 鈴木 政夫様、

ご婦人で小児科部長 鈴木 幸代様。本日は「病児・病後

児の保育について」お話を頂きます。どうぞよろしくお願い

致します。鈴木先生は私の主治医でもあります。 

ロータリーの友４月号に掲載されています、ロータリーと

歌ですが、日本では例会の時ほとんどのロータリークラブ

が歌っています。ロータリーの１００年を超える歴史において、

「歌を歌うこと」を始めた人物は、１９０５年にロータリーが設

立した時に創始者ポール・ハリスら最初の会員４人に次い

で５番目にロータリーに入ったハリー・ラグルスでした。ロー

タリー創立後、三年間シカゴRCでは奉仕協調派と親睦派

との間に激しい討論があり、クラブの崩壊寸前となった時、

印刷業のハリー・ラグルスが「諸君、歌を歌おうではない

か。」と提案したのが始まりと言われています。 

日本最初のロータリークラブは、１９２０年創立の東京ロー

タリークラブですが、初めの頃はロータリーソングとして英

語のまま歌っていたそうです。やがて日本語によるロータリ

ーソングを求める声が高まり、「奉仕の理想」や「我等の生

業」が昭和１０年（１９３５年）に京都における地区年次大会に

おいて、日本語ロータリーソング入選作として発表されまし

た。戦争中は「君が代」の斉唱が始まりました。昭和２４年（１

９４９年）日本は国際ロータリーに復帰しますが、昭和２６年

（１９５１年）にロータリーソングが募集され、「手に手つないで」

が作られました。これは、昭和２７年（１９５２年）７月から、日

本のロータリーが２つの地区に分かれるという事態にあたり、

これからも友情を確かめ合い、手に手つないでいこう、と誓

い合った歌だそうです。「それでこそロータリー」も古く、昭

和２８年（1953 年）に誕生しています。 

この習慣はアメリカの多くのクラブに波及し、今日までは、
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ナダなどのさまざまな国のロータリー例会におけるポピュラ

ーな親睦行事となっています。しかし、ヨーロッパ、南米、

アジアのロータリークラブの例会では、ロータリーソングが

歌われることはあまりないとの事です。皆様大きな声で楽し

く歌いましょう。 

以上、会長挨拶とさせて頂きます。 

■挨拶           パストガバナー 飯村 慎一 様 

皆さんこんにちは。2013－14

年度のガバナーを排名致し務め

ました、飯村でございます。当時

は会長はじめ皆様に大変お世

話になり、それ以来、久しぶりに

真岡さんの例会に出席させて頂きありがとうございます。先

日は第4グループの素晴らしいIMに参加させて頂きました。

その中でも真岡さんの、台湾姉妹クラブ斗六ロータリークラ

ブとの交友会に私も参加させて頂き、国際的に活躍されて

いる素晴らしいクラブだなと思いました。その写真を岡本さ

んがすぐに送ってくださって、すごい活動的なクラブだなと

うれしく思いました。 

 本日は地区のガバナー指名委員会の委員長としてご挨

拶に参りました。ガバナーをどう選ぶか考えている所で、ロ

ータリーの 4 つの精神、みんなに公平か、51 クラブ平等に

ガバナーを排出する機会を与えることが基本なのではとい

う中で、30 名以上でガバナーを排出していない 8 クラブを

ピックアップしまして挨拶して回っているところですが、まだ

まだ核心に届いていないところです。そんな時先日の IM

で 4 つの優良なクラブでございます。真岡さんは、2000 年

岡田ガバナーを排出されたクラブかと思います。以来 17

年こちらのクラブからガバナーを排出されておりませんので、

8 クラブに拘らず、是非そろそろ真岡さんから出していただ

けるのではないかと想いをこめて、今日はご挨拶に伺った

次第です。素晴らしい方が沢山いらっしゃいます。是非理

事会で御検討頂ければと思います。皆さん十分資格がご

ざいます。今日はたってのお願いで来ましたのでご検討よ

ろしくお願いします。 

■幹事報告 

先日、日本のロータリー100
周年委員会設立主意書という

ものがまいりました。これを、

会長・幹事で考えるのは非常

に骨が折れるため、全会員にお送りさせて頂いており

ます。5 月 19 日回答期限という事ですので、是非読
んで頂いて意見を事務局に頂きたい。それに合わせて

私共の方で回答したいと思いますので、ご協力を頂き

たいと思います。60周年、61翌年度はロータリー100
周年と大きな事業が続くことになると思います。宜し

くお願いします。

■委員会報告       親睦委員会  大越 正和 君 

第 4 グループハイキングのご

案内ですが、締め切りが 5 月 28

日でございます。現在真岡ロー

タリークラブの参加が 14 名でご

ざいます。締め切り間近ですので、

参加される方は早めに宜しくお願い致します。また、5 月 27、

28 日の親睦家族旅行ですが、今のところ 40名の参加とな

っております。体調に気を付けて欠席の無い様に宜しくお

願い致します。 

会報委員会  石塚 龍夫 君 

次年度幹事としての話で恐縮

です。5月 11 日木曜日 18 時より

第１回目の次年度協議会という

事で、事前に各委員長には申し

上げてありますが、来週は休会で

次週の 11 日になりますのでお間違えないように、是非とも

全員参加でお願いできればと思いますので宜しくお願い致

します。合わせて本日、次年度の事業計画書を委員長に

お渡ししてあります。こちら18日までにとご案内しております

ので、是非とも宜しくお願い致します。自分の委員を把握し

て頂きたく、委員長名簿下には各委員の名前は書いてご

ざいません。委員の名前を書いて頂ければと思いますので

宜しくお願い致します。 

■スマイルボックス報告 久保 賢司 君

飯村 慎一 様   お世話になります。地区ガバナー指名

委員長としてご挨拶に上がりました。よ

ろしくお願いいたします。 

宇賀神 裕一君   RI 第２５５０地区第４グループパストガ

バナー飯村様、ようこそ真岡へ。 

             真岡メディカルクリニック鈴木院長、

御夫人幸代様、卓話宜しくお願いしま

す。 
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市村 忠男 君   鈴木様、奥様、今日の卓話よろしくお

願いします。「病児・病後児の保育」楽

しみです。大変な事業と思います。頑

張って下さい。 

             新社会奉仕事業の概要が決まりまし

たので、後日提案させて頂きます。 

金子 正男 君   先日は柳田宮司はじめ齊藤実行委員

長、岡本親睦委員長たくさんの皆さんに

お世話になり大変ありがとうございました。

飯村パストガバナーようこそ。先輩PPをう

まく口説いてください。真岡メディカルクリ

ニック鈴木院長卓話よろしくお願い致しま

す。県内クラブには必ず医師会員が居る

のに我クラブには居ません！早々の入会

をお待ちしております。 

岡本 俊夫 君   飯村PG、IMに引き続きご来訪を歓迎

申し上げます。頼近さん、王政雄氏来真

の時は大変お世話になりました。鈴木様、

本日は卓話ありがとうございます。 

福原 一郎 君   鈴木 政夫先生、同幸代先生、本日

は卓話をお受けいただきありがとうござい

ます。飯村パストガバナーようこそお越し

下さいました。 

大瀧 和弘 君    真岡メディカルクリニック院長鈴木雅

夫様、卓話ありがとうございます。真岡Ｒ

Ｃでは医師不足が深刻です。前向きにご

検討くださいますよう、よろしくお願い致し

ます。 

岡本 佳男 君   飯村パストガバナーご苦労様です。先

頃の下野新聞で社会奉仕の功績を拝見

いたしました。感銘をいたしました。鈴木

先生卓話宜しくお願いいたします。 

見目 良一 君   ＰＧ飯村 慎一様、真岡メディカルクリ

ニック院長、鈴木 政夫様いらっしゃいま

せ。お話拝聴させて頂きます。 

渡邉 佳寛 君   飯村パストガバナーようこそいらっしゃ

いました。真岡メディカルクリニック鈴木

院長ご夫妻、本日は卓話よろしくお願い

致します。 

平石 典嗣 君   鈴木 政夫先生、幸代先生、本日は

卓話大変ありがとうございます。 

田崎 義典 君   真岡メディカルクリニック鈴木先生ご

夫妻、本日は卓話大変ありがとうございま

す。私の職場も半数以上が女性であり、

子育て支援は決して他人事ではありませ

ん。楽しみにしております。 

久保 賢司 君   飯村パストガバナー様、宇都宮大学

給付型奨学金の記事を拝見しました。私

の娘も今年大学受験の年です。大変興

味深い記事でした。 

■１月 26 日までのスマイルボックス

 プログラム委員会  田崎 義典 君

皆さんこんにちは。早速です

が、お手元に本日卓話をされま

す鈴木ご夫妻の簡単なプロフィ

ールをお配りさせて頂きました。

ご夫婦共に群馬大学医学部の

ご出身となります。ご主人の政夫さんですが、大学と大学

院卒業後、同大学第 2 外科へ入局されその後、群馬県立

小児医療センター心臓血管外科部長をされた後、社会医

療法人孝仁会釧路孝仁会記念病院心臓血管外科センタ

ー長を歴任され、現在は医療法人環の会真岡メディカルク

リニックの院長先生を務められています。一方奥様の幸代

様は、同じく群馬大学卒業後小児科入局をされております。

その後群馬県立がんセンター小児科部長を務められた後、

渋川総合病院小児科部長を務められご主人と一緒に社会

医療法人孝仁会新くしろクリニック院長を歴任されておりま

す。7年間釧路にいらっしゃってマイナス 20度という体感を

されたということです。同じように現在は医療法人環の会真

岡メディカルクリニックの小児科部長をされております。本

日の卓話ですが、病気にかかったお子さん達や直りかけの

本日もたくさんの

スマイルありがと

うございました！

前回までのスマイル繰越金 2,050,500

会員 29,000

ビジター 8,500

本日のスマイル合計 37,500

スマイル今期累計 2,088,000

前回までの米山繰越金 43,392

米山 0

米山今期累計 43,392

合計金額 2,131,392
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お子さん達を一時的に保育する、子育て支援の話になる

と思います。身近なテーマです。それでは鈴木先生、宜し

くお願い致します。 

■卓話    真岡メディカルクリニック院長鈴木 政夫 様

私共真岡メディカルクリニックは

5月1日で開業3年目になります。

地域に根差した医療を目指して 3

年が経ちました。私共夫婦は小児

医療に携わってきました。その中で地域に何か貢献できな

いかと考えており、私達ならできるのではと、今日お話しさ

せて頂きます、『真岡に病児保育を』というテーマを考えて

きました。私達の提案が最終回答とは思っておりません。た

だこういう問題が地域にあり、一部の人では解決できるもの

ではありませんので、多くの方々に理解を頂いてご協力い

ただければという思いで今日来ました。風邪でこれ以上声

が出ませんので、詳しくは専門の妻が話します。宜しくお願

い致します。 

真岡メディカルクリニック小児科部長 鈴木 幸代 様

真岡メディカルクリニックで小

児科をやっております鈴木 幸

代です。今院長から話があった

ように私共が考えています『病児

保育』というものを皆様にご紹介

させて頂きます。まず、病児保育という言葉を初めて聞い

たという方もいらっしゃると思うので、少し説明をさせて頂き

ます。病児保育というのは、子育てと就労、この両立の支

援を目的として病状の急変は認められないけれど、病気又

はケガの回復期に至っておらず、集団や家庭での保育が

できないお子様を一時的に預かる事業のことを言っており

ます。対象年齢は0歳から 12歳、小学生までが対象になり

ます。 

病児保育がなぜ求められるのか、母親の就労が増加を

しておりますが、働く理由の一番は女性の社会進出、もう一

つは経済的な理由、3 番目が労働力を確保する意味での

社会的ニーズ、これらの理由で母親が働く機会が増えてい

ます。母親が働くことで保育園に預けられる子供が増加し

ます。すると保育施設が不足する、今全国的に問題になっ

ている待機児童という問題が起こって参ります。保育施設

は行政の力で増設したとしても待機児童という問題は無く

ならないのですが、基本的に保育園の子供が増加すれば、

一定の割合で病気になることで病児と呼ばれる子供も増

加してくると思います。子供が病気になると病院受診、看

護のため母親は仕事を休まなければならない。ここが問題

になる訳です。女性が社会進出しますと、ワークライフバラ

ンスを考えていくことになります。働くために結婚しなくてい

い、子供は生まなくていい、生んでも 1人か 2人でいいとい

った考えになってきます。そうすると少子高齢化が進んで

人口減少、そして労働人口の不足も進んで参ります。どうし

ても地域経済は衰退・崩壊の一途を辿っていくという構図

が見えてきます。子育て世代が経済に及ぼす影響は非常

に大きな問題として取り上げざるを得ません。と言うのは、

親の年収が高い子供の学力は高い。逆に親の年収が低い

子供の学力は低くなってしまう構図が見えます。最近若年

世代の経済力の低下・貧困化、そしてシングルペアレント

の増加が言われていますが、真岡市の母子世帯数は2000

年 298、2005 年 386、2010 年 481 とどんどん増える傾向に

あります。すると親の年収が低いことが問題になり、子供の

教育問題、学力低下に繋がってしまう危機感があります。 

地域経済規模の拡大、衰退から守るには労働力が必要

になってきます。労働人口の確保には、女性勤労者を増

やし流入人口を増やすことですが、若い女性が働きやすく

住みたいと思う街づくりが重要なのです。そのような街にす

るにはどうしたら良いか。働くことが家庭を持つことの障害と

ならず、子供を育てることが、社会で活躍し自己実現の妨

げにならない環境を作ることが重要になってきます。 

2016年8月、市内の保育園でアンケート調査を行いまし

た。病児保育を希望するかしないか、324 名のお母様方に

聞いていますが、希望するが 54.6％、希望しない 42.9％と

希望するが10ポイント以上上回っています。子供の病気で

勤務上の不利益を被っているか否か、ストレスがあるか否

かを聞いています。不利益の経験がある方が 31.8％、希

望しない方の中だけでも 10.8％いる訳です。不利益という

のは仕事を辞めざるを得なかった、ないしは部署替えをさ

せられたといったことです。ストレスを感じた方全体の

64.3％いらっしゃる訳です。次に病児保育を希望する時の

要望です。医療機関受診サービス、医療対応、病児保育

をする時にこういったことをしてくれるとありがたい。幼稚園・

保育園に迎えに行ってくれると非常に助かるといった意見

が多く聞かれました。 

真岡市の人口は8万人を割っています。出生も年間700

人位で推移していたものが、昨年度 700 人を切ってしまい

ました。人口減少が始まっています。保育園に子供を預け
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る母親の 55％が病児保育は必要だと言っています。我々

も真岡市には必要だと考えています。 

ここで栃木県内の病児・病後児保育の施設を見ていき

ます。全部で 30 か所あるのですが、真岡市は西真岡第二

保育園の所に併設された病後児保育があります。病児保

育は 30 か所の内 11 施設ありますが真岡市にはありません。

保育園などに通っているお子さんが病気やけがの回復期

にある場合、お子さんを一時的に預かる事業とあり、発病

した、けがをしたばかりという時には病後児保育では預かれ

ないのです。 

国が定めている病児保育は、対象が 0歳から 12歳で実

施主体は市町村です。補助金は国と都道府県、市町村が

3分の 1ずつと定めています。病児保育の現状と運営状況

の説明をさせて頂きます。実際の収支は補助金を貰っても

全体の 70％が赤字経営です。1200 人から 1399 人、1800

人から 1999 人の規模で預からないと黒字にならないという

のが日本の現状です。利用者数の現状を見ますと、年間

利用者の平均は 705 人です。問題は利用率の悪さで、病

児保育が 45％の利用率、病後児保育は 16％しか利用率

がない訳です。困っているのは未来の担い手である子供

達の母親・父親です。地域社会を守るのは住民1人1人で

す。この問題を解決するのは私達の責務だと思っておりま

すが、いかがでしょうか。受益者として考えた場合、父親・

母親を雇用する雇用者、その雇用者が作っている地域社

会、地域社会が集まった市町村・国といったものがすべて

受益者と考えることは出来ないでしょうか。 

私達は新しい病児保育のモデルを提案したいと思って

おります。真岡での病児保育事業は行政からの単独補助

だけでは困難です。受益者負担を広義に捉えて、国から

の補助、共済型そして寄付型というハイブリッドタイプの

NPO法人を提案したいと思います。NPO法人なら皆様・地

域の方々から寄付を募って協力頂くことが可能ではないか

と考えたのです。NPO 法人による運営の一つの案として、

一次受益者負担として利用者を会員制にし会費を頂く。

二次受益者負担、これは利用者の勤め先の企業に賛助

会員になって頂き会費や寄付などを頂く。三次受益者負

担、これは地域団体、地域住民、企業などから地域を盛り

立てるために寄付を頂く。後は NPO 法人の会費やクラウド

ファンディングなど利用しながら資金を調達していく、と言

ったことを考えます。損益分岐点を考えてみました。基本

支出、人件費・運営費を合わせますと大体年間 2400 万円

位かかりそうな試算が出ました。実は基本補助が 240 万円

足らずなのです。利用者数に応じた補助金が出てきます。

利用者から 1 日 2000 円でお子さんを預かると補助金と合

わせて、仮収支として会員制にして会費を月1000円とする

と、何とか 800 人程度の会員を集めることが出来れば収支

をトントンにできる、つまり会員が800人程度集められるかど

うかが一つの分岐点と考えました。800 人は真岡に可能な

のか。昨年の真岡市の保育園児だけで 1590 人います。病

児の発生率の統計から年間 703 人から 879 人の園児が病

気になっていると。施設の受入れ人数を 9 人とした場合、

年間の稼働率で 820 という数字が出ます。800 人の会員を

集めることは無理なことではない。対象の小学生まで広げ

ると 8400 人が対象で、その１割位が会員になるだけでも収

支が合う。このように計算しました。NPO 法人にする目的・

利点は、固有の組織に帰属していないことで市民に開か

れ受け入れやすい。独立運営を行うことで広く市民から意

見を取り入れた、真に市民のための病児保育を行うことが

出来ます。システムとして病児保育のスペシャリストを作り

たい。子供の安心安全なシステムを作るため、子供のカル

テを作り母親に安心していただく。病室に監視カメラを設

置し、両親に情報を発信出来るようにする、と言ったことを

考えています。 

病児保育のメリットは、非常勤の方が常勤になると税収

が４億５千万増えます。女性の社会的地位が得られる。家

庭の収入が上がることで養育環境が良くなる。地域の経済

も活性化する。若い女性が住みやすく流入が増え、人口減

少に歯止めがかかるのではないかと考えられます。企業の

メリットも、突然の早退・欠勤が無くなり人員確保のための

経費が節減できます。 

今私達が、若い母親や子供達に投資することですぐに

見返りを得ることは無理ですが、未来を切り開いてくれる、

次の世代の地域社会を創造してくれるのは今いる子供達

です。皆様にご理解いただき、ご協力いただけることを願っ

ております。ありがとうございました。 

本日のプログラム 

5/11(木) 

月初会 

次回のプログラム 

5/18 (木) 

内部卓話 
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在籍　52名

例会日 出席義務 事前MU 事後MU 出席者 内免除者 欠席者 出席率 月間出席率

補正後　4月9日 50 0 0 47 2 5 90.38%

本日 　  4月 27日 50 6 - 35 1 10 80.39%

出席免除者2名（有資格者　2名　＋　有理由者　0名）

7月出席率 8月出席率 9月出席率10月出席率11月出席率12月出席率1月出席率 2月出席率 3月出席率 4月出席率 5月出席率 6月出席率

95.05% 93.39% 94.03% 8669% 91.91% 93.88% 91.89% 91.02% 90.46%

※例会欠席はAM11:00までに必ずTEL.0285(84)2511 FAX.0285(84)2510 にて事務局までお知らせください。

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4

金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日

月

初

会

内

部

卓

話

炉

辺

会

合

報

告

月

初

会

■月間予定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（5月） （6月）


