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第 2189 回　2021 年 3 月 25 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
３月のロータリー月間テーマは、水と衛生月間です。
世界では、適切な衛生設備の欠如によって、子どもた
ちが学校を欠席する日数は年間延べ 2 億日に近いとい
われています。水を介して感染する下痢性疾患の場合、
子どもたちは自宅ではなく、むしろ学校で感染する
ケースが多いのが現状です。「安全な場所であるはず
の学校で、子どもたちが病気に感染することがあって
はならない」と話すのは、ユニセフの水と衛生（WASH）
プログラムのシニアアドバイザーを務めるリゼット・
バーガースさんです。
ブラジル、サンパウロで 6 月 4 日に開催された世界
水サミットでは、バーガーズさんをはじめ、水と衛
生分野の専門家らが講演し、学校の水・衛生環境を改
善する方法について話し合いが行われました。今年
で 7 回目となるこのサミット。主催者である「水と衛
生のためのロータリアン行動グループ」は、学校での
水と衛生の改善に力を注いでおり、プロジェクトを始
めようとするロータリー会員にアドバイスや情報の提
供も行っています。バーガースさんはこう続けます。

「”WASH in Schools”（学校での水・衛生プログラム）
は、子どもの権利を守るもの。子どもたちが健康であ
れば、授業にも元気に参加でき、教育の質が高まりま
す。また、長時間かけて遠い場所に水汲みに行く必要
がなくなれば、学校を欠席する生徒の数も減るでしょ
う。さらに、子どもたちの尊厳が取り戻されれば、学校
や地域社会に対する人びとの誇りが培われるはずです。」
ロータリー財団で WASH in Schools 委員長を務める
スシル・グプタさんは、これらの水・衛生プロジェク
トが単なるインフラ投資や衛生設備の改善にとどまる
ものではない、と話します。水・衛生プロジェクトを
立案する際には、衛生教育に焦点を当て、子どもたち
が衛生習慣を身につける方法を考えるべきだとグプタ
さん。子どもは大人よりも早く新しい考え方を受け入

れる柔軟性がある、だから、子どもたちを通じて家族
や地域全体の衛生習慣を少しずつ変えていくことがで
きる、と語ります。「”WASH in Schools” は社会の再
活性化であり、革命をもたらすもの。子どもたちが変
化の推進者となり、世界をもっと衛生的かつ安全で、
教育の機会が得られる場所に変えていくことができる
でしょう。」
国際大会の分科会では、発展途上国で水・衛生などの
人道的支援を行う非政府組織「ワールド・ビジョン」
の副会長、グレッグ・オールグッドさんが講演しま
した。ロータリー会員は、NGO（非政府団体）や民
間組織との協力を通じて WASH in Schools プロジェ
クトに参加できる、とオールグッドさんは述べます。
ワールド・ビジョンは、ロータリーとの協力を通じて、
2013 年だけでプロジェクトに 8,500 万ドルを投じ、
845,000 人の子どもにきれいな水を提供しました。
別の分科会では、衛生教育を通じた習慣改善や学校で
の衛生環境づくりについて話し合いが行われました。
この分科会では、プライスウォーターハウスクーパー
スの「持続可能なソリューション」部門の責任者、カ
ルロス・ロシンさんが講演したほか、サンパウロの現
在の干ばつと水問題に関する報告も行われました。
国際ロータリーのジョン・ヒューコ事務総長は次のよ
うに話します。「ロータリアンは、学校における水・
衛生を改善するために率先して時間を捧げており、既
に大きな成果を残しています。水感染の病気を減らし、
学校への出席率を高め、教育環境を改善し、子どもた
ちの尊厳を守る。このような好ましい循環を生み出す
このプログラムこそ、ロータリーがリーダーシップと
力を発揮し、次世代に大きな影響を与えていくチャン
スです。」

100％出席バッチの贈呈　青池出席委員
29 年　片野　勉君
米山奨学委員会　片野委員
吉村鳳一君、大野康則君、田中壮一君からそれぞれ 1
万円いただきました。
ニコニコボックス紹介　神林委員
片野　勉君　100％バッチをいただき、ありがとうござ
いました。今後もよろしくお願いいたします。

幹事報告　小林副幹事

本日の例会案内（4 月 8 日）
卓話
　『今さら聞けない日本料理屋の話』
　　日本料理　行形亭　代表取締役　行形和

かず
滋
しげ

 氏



・例会終了後、定例理事会を開催いたします。

ニコニコ BOX 総計 296,000 円

卓話
　『日本初の劇場専属舞踊団
　　　　　Noism Company Niigata について』
　　りゅーとぴあ舞踊部門芸術監督
　　Noism 芸術監督　
　　演出振付家、舞踊家　　　 　　　金森　穣 氏

第 2189 回　2021 年 3 月 25 日例会報告

3/25
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
39（38）名 24名 14名 63.16％

3/11
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

27名 11名 71.05％

第 2190 回　2021 年 4 月 1 日例会報告
点　鐘
会長挨拶　中村会長
早いもので今日から令和 3 年度が始まります。4 月の
ロータリー月間テーマは母子と健康月間です。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。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。活動内容は、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。「母親が強く、健康であれば、その家
族も強くて健康になり、貧困と飢餓も和らぎます。」
2021 年 4 月 1 日から、店舗などの事業者が消費者に
対しておこなう価格（値段）の表示を対象に、消費税
込みの価格表示＝総額表示が義務化されます。今まで
は税抜表示のものも少なくなく、総額表示は一見する
と高く見えてしまうかもしれませんが、実際は支払う
金額が明確になります。慣れるまでは高く感じること
があるかもしれませんので、お買いものの際には、実
際の価格が 3 月と比べて上がっているのか、消費税額
を含めた金額で実質は値上がりしていないかを確認す
るといいでしょう。
また、2020 年 4 月に大企業では実施されたパートタ
イム・有期雇用労働法の改正による同一労働同一賃金
ですが、2021 年 4 月 1 日からは中小企業にも適用さ
れます。これにより同一の勤務先で同じ仕事をする場
合の正社員と、パートタイマーや契約社員・派遣社員
等の賃金や待遇の差があってはならないことになりま
した。また、パートタイマー・契約社員・派遣社員等
が待遇差の内容などについて、事業主に説明を求める
ことができるようになりました。今回のパートタイム・
有期雇用労働法の改正で、すべての中小企業で同一労
働同一賃金がすぐに達成されるわけではありません
が、賃金や待遇が変わる契機になる可能性があると思
われます。
最後に、4 月 15 日 ( 木 ) に予定していた花見例会開催

方法を変更します。COVID-19 の感染拡大が予想され
るので、昨年同様にお弁当を配布することと致します。

伝達
・米山奨学生世話クラブ　委嘱状
　新潟西ロータリークラブ
・米山奨学生カウンセラー　委嘱状　田村　修君
誕生・結婚記念日お祝いの品の贈呈　中郡副委員長
4 月お誕生日お祝い
  3 日　片野　勉君
  4 日　熊野純一郎君
12 日　新澤　功君
14 日　中山雄二君
15 日　相沢一雄君
21 日　今野克久君
22 日　馬場伸行君
28 日　谷合伸郷君
4 月結婚記念日お祝い
11 日　岡田亮一君
16 日　片野　勉君
21 日　神林義則君
ロータリー財団委員会　加地委員長
野田誠記君、姉崎 健君からそれぞれ＄100 いただきま
した。
米山奨学委員会　片野委員
田村　修君、野田誠記君からそれぞれ 1 万円いただき
ました。
ニコニコボックス紹介　諏佐委員
神林義則君　結婚祝いありがとうございます。健康に
気をつけていきたいです。
今野克久君　お誕生日祝いありがとうございます。
新澤　功君　誕生日祝いありがとうございます。50
才になりました…
岡田亮一君　結婚祝いありがとうございます。
中山雄二君　誕生日祝いありがとうございます。
片野　勉君　誕生日と結婚祝いをいただきありがとう
ございました。今後ともよろしくお願いします。
馬場伸行君　誕生日祝いをいただいて。72 才、6 回目
の年男です。

幹事報告　今野幹事
4 月ロータリーレートは 110 円です。

ニコニコ BOX 総計 320,000 円

卓話
　『蒲原神社と蒲原まつり』
　蒲原神社氏子総代責任役員
　長嶺地域コミュニティ協議会副会長
　蒲原まつり実行委員会実行委員長
　三和商事株式会社　代表取締役　　  水本　孝夫 氏
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4/1
会員数 出席者数 欠席者数 出席率
39（38）名 31名 7名 81.58％

3/18
メークアップを
含む出席者

メークアップ後
欠席者数

メークアップ後
出席率 月出席率

24名 13名 64.86％


