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 開会説明（大盛敬子SAA委員会司会担当）
　皆様　オンライン例会を開催させていただきます。
なお、本日の例会の模様は当クラブのHP用の記録と
してビデオ録画をさせていただく予定ですので、参加
者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予め
よろしくお願い致します。

 富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　えー、秋晴れですね。11月というのは本当に晴れが
多くていい月だなと思います。週末私は、息子の野球
チームの土日の合宿に山中湖へ行ってきたんですが、
銀杏・紅葉がきれいで外へ出るって楽しいなと思いま
した。皆さん「外へ出て例会においでよ」と一言声を
掛けていただければもっともっとにぎやかになるのかな
と思います。そんなことを願いつつ、点鐘！
　それでは第827回例会を開催致します。

ロータリーソング（ソングリーダー　井関和美会員）
　「それでこそロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下さいました。
　本日のゲスト1名です。
　本日卓話をしていただきますOffi��ce�Kimmy代表　
　　岩本郁子　様

ワークショップ報告（西村美寿穂会員）
　先週例会後に小沼会員の
ご協力で、5名の参加をい
ただき物づくりワークショッ
プを開催いたしました。和
紙に季節の草花などを貼り
付けて自分のオリジナル行燈をつくるというもので、と
ても楽しい時間を過ごすことが出来ました。
　ありがとうございました。

ファイヤーサイド報告（西村美寿穂会員）
　皆さん、11月25日のファイヤーサイドへのご参加のメー

ルありがとうございました。一応申込期限は過ぎていま
すが、本日例会場にいらっしゃる方で「申込を忘れてい
た」という会員は是非ご連絡を頂ければ嬉しいです。

奉仕プロジェクト委員会報告（海渡千佳会員）
　皆様こんにちは！
　奉仕プロジェクト委員会担当理事の海渡でござい
ます。
　先日の画廊巡りでは、野呂会員を始め会員の皆様の
ご協力で無事開催いたしました。
　東京育成園の応援プロジェクトも行いました。それ
からフィリピンの子どもたちへのプロジェクトも進めてお
ります。聖明園の古切手・歯ブラシも引き続き集めてお
ります。例会の度にお持ちいただければこちらで手配
致しますのでよろしくお願いいたします。おともだちに
もお声掛けして集めていただければ幸いです。
　又、今年度から当クラブが中央区の社会福祉協議
会の会員になりましたので、出来るだけ早い機会にコ
ラボして、活動をトライアル的にでも始めていきたいと
いう風に思っております。
　ロータリーの二本柱は奉仕と親睦ですが、この二つ
は密接に関連しておりまして、奉仕をする中で見えてき
たのは、ロータリーの活動はこの両方につながっている
ことです。先程西村さんが、親睦のイベントとしてワー
クショップの報告をされましたが、小沼さんが協力下さっ
たことはクラブのメンバーに対する奉仕だと思います。
西村さんが親睦についていろいろ取りまとめて下さって
いることも会員に対する奉仕だと思っていますので、実
は親睦と奉仕は結びついているものだと思います。又、
画廊巡りで野呂さんが取りまとめて下さっていますが、
この活動のキーワードは子ども、文化、芸術、伝える、
つながるということだと思いますけれども、まさしく中央
区に対する奉仕活動を行いながら、参加会員の親睦に
もつながっているものです。あと、今年は中央大学ロー
ターアクトの皆さんと共同して企画をすることで若者支
援につながるので、そういう意味で行動することが大切
だなと思っています。私自身も反省を含めてですが、奉
仕というものを考えたときに、いわゆるイベントだけが
奉仕だと考えがちだけれども、奉仕のために早めに来
てお菓子パッキングをお手伝い下さいと言って私もと参
加して下さった会員は奉仕に参加しながら会員同士に
とっては親睦にもなっていると気づいた次第です。
　又、この1年間ほとんどオンライン例会となりました。
当クラブは先進的な取り組みでした。正直とても大変
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でした。オンライン例会は、会場に来ないので労力は
少ないと感じがちですが、実は式次第を考えて設営し
て運営することはすべて時間がかかりますので、何度
も中止しようと正直思いました。でも皆さんが「オンラ
インでも集まるとうれしいな」と言って下さるとそれが
モチベーションになりましたので、そういう一言がとて
も大事だなと感じます。
　今年は福元委員長中心に大変皆さんが仕組んだ予
算運営をやっておりますので、そういう意味でも少しず
つ進めていきたいなと考えています。
　例えばファイヤーサイドの打合せなどの担当者の方
は、本当にご苦労されておりますので、そうした舞台
裏を、想像力を働かせて理解するということがただ大
事だと思います。
　皆さん本当に喜んでやっていただいていると思います。
　本当はとっても大事なことなので、この場を借りて改
めて感謝申し上げたいと思います。たとえば例会に、
こういう苦労して開催している例会ですので一人でも多
くの皆さんに出席いただくことが、オンラインでも結構
です、何人でも入れますので例会に出席いただくことが
どれだけ励みになることでありますが、それでも例会
に出席できないときはニコニコをしていただければと思
います。もともと寄付をいただくというのはそれは当ク
ラブの奉仕の原資になりますので、いくらと決まってい
るわけではございません。上限も下限もございません
ので、是非暫く「出席できないわ」というときは、いく
らでも結構ですので、寄付をいただければと思います。
大変ないろんな運営ではございますけれどもできるだ
け良い面を見て明るく楽しく元気よく前向きにロータ
リーの活動をすすめていきたいと思います。
　久しぶりのリアル例会なので、ちょっと言いたいこと
を申し上げてしまいましたが、どうぞ今後共よろしくお
願いいたします。
　オンラインのみなさん、こんにちは！　実はオンライ
ンてすごい孤独なんですよ。
　リアルの皆さんからお声掛けいただくとありがたいの
で少しでもお声掛けいただければと思います。
　では私からのご報告は以上です。

青少年奉仕委員会報告
（富田洋平会長、太田一彦会員）

（富田会長）
　当クラブの提唱しています中央大学ローターアクトの
例会に参加してまいりました。約35名の学生の前で、
太田さんがお話をして下さる会となりました。本当に
1976年に卒業して社会人になられたころの入社当時の
お話だったり、価値観・柔軟性が大事だよと学生に対
する熱いメッセージを下さり、非常に聴いていて私たち
もそういうことあったよなと思い出すようなお話をして
いただきました。何につけてもこの35名の人たちがそ
の場を独占できるということ、その都度マンツーマンで

話ができるということで、この時間非常に満足感を感
じていたということを、会長・幹事からメールでいただ
いて本当にいい時間だったなと思いました。
　太田会員からも感想を一言いただければなと思い�
ます。
（太田会員）
　こんにちは！　太田です。私は
古手だったんですが、もう1人中央
RCの先輩の若い方もいらっしゃっ
たので私の古い話ばかりでなく、最
近の話もお話しいただきました。
　私がびっくりしたのは、ローター
アクトの方が、女性が多いんです。
　中央新も女性会員は多いですが、数名のグループで
話したときも、是非社会で活躍されている女性経営者
の方の話もお聞きしたいとの声がありましたので、是非
次回は女性会員がローターアクトと交流されて下さい。
女性経営者として経験したこと、感じたことなどを語っ
ていただければと思います。
　あと、若い女性の学生さんでゴルフを始めているん
ですが、ただゴルフ場には出たことないんです。教えて
くれませんか？という話もありましたので、是非ひよこ
会でお世話いただければと思います。
　どうもありがとうございました。

幹事報告（石原忠始幹事）
・ �先程、来週の夜間例会について発表になりましたの
で、私から特に報告することはありません。

・ �先週の金曜日に社会奉仕セミナーがありまして参加
してまいりました。記念館の副幹事が、熱く渋沢栄
一はどういうことをやったのか語ってくれて、その後
別の方がSDGsについて非常に分かりやすく会社で
どういうことをやっているか具体例を説明してくれま
して、漠然と持続可能な事業だということは承知し
ているんですが、じゃあ何をやったらいいんだとい
うことはよくわからないところが非常によくわかり有
益なセミナーだったことをご報告します。

　本日の幹事報告は以上です。

次年度報告（山下江会長エレクト）
　次年度の理事役員を12月13日の年次総会で決める
ことになっており、その1ヵ月前に例会で提案しなけれ
ばいけない決まりになっています。先程私のニコニコで
も言いましたが、クラブの運営はクラブ奉仕なんです
ね。クラブ運営というのは、一部の者がやるのではな
くて皆がやっていくべきで、私の年度では長く理事を
やっている方は基本的には理事にはならなくて、新しい
メンバーを中心にやることでお願いしています。私の年
度は来年1月から第1例会の日に理事会のある第1例会
の午前11時から12時に私選理事会を毎月1回やって、
7月1日のスタートに備えたいと思います。11時から50



分位ということで参加したいという方はまだ枠がありま
すから、13人が定員のところ16名まで増やせますから、
やりたいという方は是非連絡下さい。そして私から声が
かかりましたら、是非はいと言ってよろしくお願いします。

IM会議報告（川口惠IM担当委員）
　先週IMの第1回会議があり、行って参りました。日
程だけ決まりましたので、お知らせ
しておきます。令和4年3月9日で
す。まだ確定ではないんですが、1
時か1時半スタートになる見込です。
講話を北岡先生に頼んでおりまし
て、いい話をして下さる予定でござ
います。中央RCが今年の幹事クラブということになっ
ていまして、張り切っておられますので、当クラブから
もご出席を是非お願いしたいと思います。
　場所は赤坂区民センターです。いつも使っている場
所で席が250くらいあるそうで、IMのロータリアン合
わせても900くらいしかいないということでちょっと出
席率を気にされています。
　コロナの状況ではありますが、是非出席をお願い致
します。

Office Kimmy代表
岩本郁子（いわもといくこ）　様

【プロフィール】
1978-1996年　㈱ダンロップスポー
ツエンタープライズ
国内及び米国、オーストラリアで公認男女プロゴルフ
トーナメントを企画運営
1996-2010年�ゴルフ専門CSチャンネル「ゴルフネット
ワーク」を運営する「ジュピターゴルフネットワーク㈱」
を創立
（ダンロップから出向、後に転籍）
2004年から代表取締役社長
2010-2015年　㈱ジュピターテレコム（J:COM）ゴルフ
ネットワークより異動
プロモーション本部・副本部長（ケーブルテレビ事業
全般の広告宣伝）
J:COM�Wonder�Studioを開設（墨田区スカイツリー内
ソラマチ）
2015-2020年　同社人事本部・人材開発部
研修企画、研修講師、キャリアアドバイザー
J:COM�Universityキャリアデザイン学部・学部長
国家資格キャリアコンサルタント

【卓話】
　こんな素敵な会にお呼びいただいてとてもわくわくし
ております。素敵なメンバーの皆さんの前でお話しする
のは楽しみです。思い出してエンドレスに30分の時間
の中で話をしたいなと思います。
　ゴルフをなさる方はどのくらいいらっしゃいますか？
　多いですね。　テレビでゴルフのトーナメントを見る
ことがある方は？　あっ、多いですね。ちなみにゴル
フネットワークを知っている方は？　あっ、いらっしゃ
いますね。ありがとうございます。
　ダンロップでゴルフトーナメントの企画をする部署に
おりまして約18年やり、その後で出向しながらゴルフネッ
トワークで働き、ゴルフトーナメントにトータル33年関
与してきました。舞台裏もあまりに沢山ありすぎてどれ
を話そうかなと思ったのですが、まあ1点今日は選びま
した。
　ダンロップでの仕事というのは、私自身がトーナメン
トのディレクターになることもあれば、他のスタッフが
ちゃんとおりまして、私がお手伝いすることもありまし
た。私の場合、一番気を遣ったのが外国人選手の出
場契約でした。今は日本にあまり元気がないので来ま
せんけれど、バブルの時代は世界中のプレーヤーが日
本に来てくれました。

富 田 洋 平 会 長� 秋晴れが続いて気持ちがよいですね。
� 外苑前のイチョウ並木ももう少ししたら見

頃ですね。
太 田 一 彦 会 員� 今日も快晴ニコニコです。
大 盛 敬 子 会 員� ロータリーの友11月号のポリオワクチン7

ページ～15ページの明山会員に感動して
ニコニコします

海 渡 千 佳 会 員� 本日は私の元同僚の岩本郁子さんの卓
話です。

� 普段はテレビで観るゴルフトーナメントの裏
側の話など、楽しみです。

芝 　 伸 子 会 員� 25日のブロックファイヤーサイドミーティング
にオンライン参加させて頂きますに当たり、
些少でございますが5,000円を寄付させて
頂きます。

小沼百合子会員� 先週は物づくりワークショップにご参加あり
がとうございました。

� 皆さんから頂いた会費を少しですがニコ
ニコします。

白 水 真 子 会 員� ご無沙汰しております。
西村美寿穂会員� 今日は両親の結婚記念日です。
� 変わらず仲良しの2人、嬉しいのでニコニ

コします。
野 呂 洋 子 会 員� 対面の例会が出来ることを感謝してこのま

まコロナが収まりますように。
山 下 　 江 会 員� 12月13日例会は、次年度理事・役員の

選任の会となります。
� みんなで運営する東京中央新ロータリーク

ラブにするためにご協力お願いします。

にこにこ合計35,000円

「プロゴルフトーナメントの舞台裏」卓
話



外国人選手との契約を締結し、その後は受入れを担当
しますが、多いときには年間60回位の試合に関与し、
バブルの頃は男子の国際試合、男子の通常の試合、シ
ニア、女性の試合が同じ週に開かれました。特に秋口
になると多いので、年間100日くらいは掛け持ちでした。
トーナメントは1週間毎なんですね。
　冬の間は日本ではゴルフはできないので、オーストラ
リアは夏なので、年15試合くらいは日本から出て試合
をしていました。
　勿論日本の選手だけでなく、世界中のトッププレー
ヤーにも来てもらって、日本でもテレビ中継をやるし、
海外でも放映されました。
　それ以外にも、アメリカのラスベガスでデザートイン
というゴルフ場で試合を組んだこともあります。毎日て
んてこまいで、ばたばたしていました。
　外国人トッププレーヤーは、アメリカ国内ではプライ
ベートジェットで移動するんですね。日本に来たときに
御殿場のゴルフ場などは皆車で大渋滞の中を行きます
が、彼らからはヘリコプターを用意してくれと求められ、
私も何回かヘリコプターに乗りました。グレッグ・ノー
マンが来たとき、選手・キャディなどと一緒に成田から
御殿場までヘリコプターでしたが、その日が大嵐でもう
怖いんですよ。ヘリコプターって怖いですね。私が、「怖
い！」って言うと、皆が笑うんですよね。とはいえそん
なような仕事をしていたのですが、ただペインスチュアー
トのように街の中を走ってきてくれた人もいました。も
のすごくおしゃれなので、お部屋にコンビの服が7，8
着ずらーっと並べてあるんです。いろんな選手がいま
す。私が一番好きだったのは、フレッド・カプルスです。
とても性格が良くて、頼むと「いいよ」と言って、細か
いことを言わず、奥さんをつれてきて、「これが僕の女
房だよ」と紹介して下さり、気さくな人でした。
　日本のプレスも待ち構えていて、練習ラウンドから毎
日コメントとかもらうんですね。私が通訳していること
も多いのです。試合が始まってスコアが悪いと、なか
には自分が悪いのですが怒りまくって顔を真っ赤にして
どなっていて、コメントをもらってくれと言われてもそれ
どころじゃないし、なだめすかして前から一歩も動か
ず何か喋ってくれないと私はここから動かないと言って
やっと一言もらったりしました。今となっては楽しい思
い出です。
・ �予選ラウンドが終って、予選落ちする選手もいるわ
けですが、予選落ちしたらさっさと皆帰りたいので、
早く帰りのフライトをとってくれと言われ、彼らが買っ
てきたチケットを見ても私はどんな会社か全くわから
ないし困るのですが、その買ってきたチケットがどう
いうクラスでエンドース（変更）できるかどうか調べ
てすぐに電話で申入れをするのですがつながらず、
アメリカのエアラインのチケットやヨーロッパまでの
ルートで変更が必要になったりで、てんやわんやで
した。一番大変だったのが、南アフリカですね。細

かくは覚えてないんですが、パリかマドリッドあたり
で乗り換えて南アフリカへ行くルートですが、24時
間以上かかっていたようです。
　ヘリコプターで選手とキャディと私が乗っていって
も荷物は車ですから、なかなか来ないで大変でした。
　ツアーは月曜が移動日で、火曜が練習ラウンド、
水曜がプロアマラウンドで、木金が予選ラウンド、
土日が決勝ラウンドになっています。毎週毎週続き
ます。スタッフはだいたい朝4時にはホテルを出て5
時にはゴルフ場について、6時前にはコースに入って
いないと間にあいません。勿論スタート前にはエス
コートして、天気が良ければいいんですが、天気が
悪かったりしたらバンバン雨が降るとパーカーから水
をバケツでかきだすことまで手伝うことになります。
　夏だと日が長いので、6時くらいにホールアウトし
てもそこからプレスインタビューがあって、次の日の
準備もします。時には、火・水あたりにパーティーが
あったりで、私たちは昼間はスニーカーを履いて、
夜はパーティーの裏方としてあわてて着替えてパー
ティーの準備をして、大体終わって私たちが夕飯を
食べられるのは10時過ぎで、そういう生活ですから、
平均睡眠時間は2時間くらいです。それが毎週毎週
続きます。テレビでは土日だけを如何に楽しく見せる
かという演出に苦労されています。
　それが長く続くと、私もさすがにダウン寸前になっ
てきて救急病院で点滴を受けたことも何回かありま
した。

・�海外の試合も準備しました。メジャーなどをゴルフ
ネットワークでは中継もしているので、全英オープン
なども中継しました。リンクスはトーナメント用のセッ
ティングがなければ単なる野原です。どっちへ向かっ
て打ったら分からない状態です。スタッフが芝の種
類何でしょうかね、と質問すると、現場の方が、植
えたわけじゃないから野草が種を運んで育ったもの
が芝生になっているからわからない、ということで
した。とても考えられないことですが、有名な『嵐
が丘』という小説があるのですが、あの小説の導入
を読みながらなんとなく風景を想像して下さい。本
当にそのままです。風は強いし、風の強いアゲインス
トの日はフルショットしても30ヤードくらいしか飛び
ません。ヒューっと風が押し戻してくるのです。暖房
も1日12時間くらいかけていないといけなくて過酷
なんですけど、それで皆さんが喜んで見て下さるの
ならいいなと思いながら現地仕事は手を抜かないで
楽しんでいました。
　後に社長になって関与したら、あまり大きな動き
がなくなり、物足りなくなりました。
　PGLAとの契約更改は大変でした。先方は全員
弁護士出身者ですが、負けられないので必死に準
備して対応しました。
　ちょっとまだいっぱいノートにはお話ししたいこと



があるのですが、お時間になりましたので最後にお
写真をお見せします。
　左側は、私がまだ20代でアーノルドパーマーとの
ツーショットです。右側は、スペインの本当に素敵な
セベバレステロスとのお写真です。隣のホールまで
ティーショットを曲げても、気が付いたらグリーン上
にいて、バーディ取ってるというゴルフでした。ラリー
ネルソン、グレッグスタドラー、2021年10月のタイガー・
ウッズとの写真もあります。
・楽しい競技方法（チーム戦、:2人か4人のチーム）
　　ベストボール：�ホールごとにチームで一番いいスコ

アを採用
　　スクランブル：�ティーショットを含め、すべてのショッ

トで一つを選ぶ。一人最低4回
ティーショット採用など。

　　オルターネート：�交互にショット。次のティーショッ
トを考えて調整することも。

　　シャンブ：�ティーショットのみ1つを選び、その後
はそれぞれがプレー。一人最低4回
ティーショットの採用など。

　それでは私の話を終わります。

（質問）
　こういう最初のころのお仕事から、先程現場仕事楽
しいとおっしゃっていましたが、どういう変遷を経て社
長になられたんですか？
（答）
　ありがとうございます。新たなチャレンジがあるとか
新しいことをするのがとてもすきなんですね。
　逆に言えば、ダンロップにいたときにゴルフの専門
チャンネルを作るという話があって、とんとん拍子に話
が進んで、両親は夢物語だと思っていましたが、96年
10月に始めるというので、95年位から準備をしていま
したが、じゃあ私もお手伝いと言って3，4年出向で
行っていました。
　とはいえ、会社を3人で運営しており、私はそのころ
40代でしたが、上にお偉いさんがいて、いきなり呼ば
れて「後をやってくれないか」と頼まれて社長になった
わけです。

（要約文責　宮下）

開始（大盛敬子SAA委員司会担当）
　皆様　ハイブリッド例会を開催させていただきます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画の予定がありますので、参加者の皆
様におかれましては、個人情報への許諾を予めよろし
くお願い致します。

富田洋平会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！
　少し雨模様です。ようこそおいで頂きました。
　今回も山王RCの会長、幹事に来ていただいていま
すが、先週会長幹事会がございまして、各クラブも段々
10月、11月と親睦が進んでおります。クラブの中には
親睦で食事会をもう2回程開催した積極的なクラブも
あるくらいです。
　私たちも今新入会員を迎えて会合をやりまして、今週
の木曜日、ファイヤーサイドミーティングを会員組織委
員の方に準備いただいていますけれども、出席される
方はどうぞ楽しみにしていただければなと思います。こ
れからも親睦活動をしっかり続けて交流の輪を深める
ロータリー活動にしていければなと思っている次第でご
ざいます。
　それでは828回の例会を開催いたします。点鐘！

ロータリーソング（ソングリーダー：小林真由美会員）
　「手に手つないで」

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　ハイブリッド例会にようこそおいで下さいました。
　本日のお客様は、対面でのご参加7名様となります。
・NPO法人キープママスマイリング
　代表　光原　ゆき　様
・同　理事　白木　美和子　様
・同　梅澤　元彦　様
・東京山王RC・会長　武田　義輝　様
・東京山王RC・幹事　平山　智之　様
・東京中央RC・パスト会長　太田　嘉正　様
・井関会員ゲスト　栗原　香子　様

ご挨拶（東京中央RCパスト会長　太田嘉正様）
　大変ご無沙汰をしており、私が会
長のときは例会が22回しかできなく
て、中央新でリアルの例会が始まっ
たということで早速お願いして出席
させていただきました。本当におめ
でとうございます。これからもずっと

 例会報告  第828回  2021年11月22日（月）
	 ハイブリッド例会

出席者数19名と接続会員数7名+メーキャップ0名
（正会員58名-休会6名）

出席率 50.00%



この状態が続くとありがたいと思っております。
　富田会長とは我が家から歩いて2，3分のところで、
この前も私のつたない書斎においでいただきまして、た
まに車で連れてきていただいたりします。これから先も
富田会長を支えて中央新の皆様頑張っていただきたい
と思います。
　今日はありがとうございました。

ご挨拶（東京山王RC会長　武田義輝様）
　本日はお招きいただきましてあり
がとうございます。
　東京山王RCの会長の武田といい
ます。今日はよろしくお願い致します。
　同じく東京山王RCで幹事をやっ
ている平山です。お世話になります。
【「偉人　二宮金次郎」映画予告編】
　この映画は3億円かけて作られておりまして、ロード
ショウで全国展開をする予定だったんです。ところが3
億円のうちの1億円を地方の市長さん達、二宮は小田
原で生まれてまして、小田原で育って今度江戸に出てそ
れから農村の復興に励むのですけれどもその二宮のゆ
かりの市長さんたちが資金を最初5000万円、そしてそ
のあとどんどん重ねて1億円近く作っていただきまして、
それで僕らがスポンサーに1億円、それで1億円を銀
行から借入れてということで、今もうほとんど借財は1
割くらいしか残っていないんですけれど、それはともか
くとしてそういう経緯で東宝さんをお断りして全国で自
主上映するということでやってまいりました。
　初年度で50近くの市町村で行われまして7万人近く
動員させてもらったのですが、コロナで去年今年と上
映が殆ど行われていません。多少やっているところも
あるんですが、残り190くらいの候補地は今後どうやっ
て続けていくか、とにかく市長さん、市がかんでいる
ものですから、一般の上映と違って非常に慎重なかた
ちで進めていますので、非常に時間がかかっておりま
す。監督は「映画というものは百年もつんだ」と言って
おりますので、それをもってすれば大したことはないと
思いますが、今回はグループ協議会で会長さんに非常
にお世話になっております。非常にフレキシブルな方で
とてもクレバーな方で、僕とは正反対の方だなと思って
おります。富田さん始め皆で山田ガバナー補佐からの
提案があって、「グループみんなでやろうじゃないか。
ついては武田さん説明してよ。皆分からないんだから
全部歩いてよ。」と言われてこういう席を設けてもらっ
た次第であります。皆さんのお手元に趣意書、二宮の
チラシがあるのですが、これは東京で上映したときの
ものです。11グループの主催としてこのようなものが出
来上がってくる予定です。このほか入口にポスターもご
ざいますけれども黄色いやつが五十嵐匠監督のプロ
フィールです。昔兼高かおるとか「地雷を踏んだらサヨ
ウナラ」などを作っておりましてドキュメンタリー監督と

しては日本の最前線に立っている人でこの人がこの映画
を作りました。キャスティングはこの裏に書いてありま
す。有名な役者さんたちが登場しております。小さいチ
ラシの方は渋沢栄一とか松下幸之助とか二宮の考え方
をテーマにしてビジネスを行った方たちを取上げており
ます。最後にモノクロの一色のは武者小路実篤という
方がお書きになった分厚い二宮金次郎伝があるのです
が、昭和4年に発売されまして今の講談社から出版さ
れ、その本の序文の一節であります。とても二宮のこ
とをよく書いてあるので参考にこれを拝借しております。
というようなことで、僕が一番思うのは、二宮金次郎を
調べてまいりますと5年前に監督と知り合いまして、そ
の紹介者の人が僕をロータリアンに紹介した人なんで
すけれど、ロータリーとは8年前に出会いまして両方と
も何が何だかよく分からない、名前だけは知っている。
しかし中身は全然分からないという状態でした。そし
て5年経ってやっと二宮のことが分かってきて、結果と
して思うことはとてもロータリーの方たちとロータリーの
理念ととてもよく似ております。勤労、奉仕、至誠を尽
くすというのかそういう考え方というのはまさにロータ
リーの歯車が意味している勤労とこつこつと仕事をやっ
ていくということでロータリーの奉仕の精神、二宮の
収入の半分で暮らして半分の又その半分は社会のため
に使うんだ、寄付するんだという風なことで非常に哲学
がはっきりしているんです。そういう人の一生というの
は僕も知らなかったんですが、それが壮大なドラマに
なって今回出来上がってきたということでこれは是非
ロータリーで取り組んでみても遜色がない内容のものだ
と思っております。
　最後に私の方からは、これが開催は3月末から4月
上旬を想定しております。単純に言って、東京公演チケッ
ト1800円とか2000円とかで出していただいたんですが、
チャリティで行いました。別のところへ寄付させてもら
いましたが、今回11グループでやはりチャリティで行っ
て今チャリティをどういう内容にするのかこれから決
まって参ります。例えば1500円程度にダンピングして、
1000円は制作委員会のこれを借りる経費とし、残りの
500円はチャリティになります。我々は11グループで
900人おりますから、1人が一枚買うと大体50万円く
らい余る予定ですので、そういったところで割と簡単に
できると、もっと集まればもっと寄付すればいいだけ
のことなんですけれどもと考えております。各クラブの
地元に教育委員会とか学校とかいろいろあると思うの
ですが、この7万人動員した中には、市長さんが全中
学校に見せたいということで、我々が二宮金次郎号を
作りまして、そこにパンフとか資材を乗せて市内の7校
を全部廻って上映させてもらいました。いろんな意味
で開催の内容は我々が決められますので、クラブ内で
是非いろいろ相談して頂けたら大変ありがたいと思っ
ております。
　今日は本当にありがとうございました。



先程会長から報告がありましたので省略いたします。
・ �先週行われた地区の会長幹事会で、帝国ホテルの
館内のガイドツアー（見学会）があり、希望者十数
名で帝国ホテルにどんな部屋があるのか、ビジネス
エリアがどうなっているか、新しく開いた地下の食堂
がどうなっているかなど中を見せていただきまして、
その折帝国側からクラブ単位でも見学会が可能です
よというご提案がございましたので、十数名の人数
ですが、場合によって2回、3回に分けて行うこと
も可能と思いますので、見学会に参加希望の方は事
務局までご連絡下さい。

NPO法人キープママスマイリング代表
光原　ゆき　様

【ご紹介】（福元智子会員）
　皆様こんにちは！
　本日は私の前職の後輩である光原ゆきさんをお招き
して卓話をしていただきます。
　私たちのクラブでも、昨年・一昨年と病院の支援と
いうことでいろんな支援をさせていただいたりあるいは
私も病院に入っていろいろ感じたことは、やはり病院は
まだまだ行き届いていないところがあるんだなというこ
とです。そんなときにたまたまリクルートのオンラインイ
ベントで光原さんのお話をお伺いしまして「あっ、本当
にまだまだ目が届いていないママの支援をしている」と
いうような話をお伺いしました。是非これを皆さんにも
知っていただきたいなと思って、本日はお招きしており
ます。どうぞよろしくお願い致します。

【卓話】
　皆様はじめまして。キープママスマイリング代表の光
原と申します。今日は本当に素晴らしい機会を下さって
ありがとうございます。とても楽しみにしておりました。
オンラインで話すことが続いていましたので、こうして
皆様の前で話すということが久し振りでちょっと緊張し
ております。
　福元さんありがとうございます。リクルートの大先輩
でこういう機会を下さったことを大変感謝しております。
今日は私たちが向き合っている社会課題について是非
皆さんに知っていただきたくお話させていただければ
と思っています。

【プロフィール】
1974年生まれ（47歳）
広島生まれ、東京育ち、桜陰高校、一橋大学商学

報告（富田洋平会長）
・ �今の少し補足させていただくと、この「二宮金次郎」
の映画は、銀座日本橋グループでバックアップして
地域奉仕の一環にしましょうということで、チャリ
ティですので、皆さんのお考えもいろいろあろうかと
思いますが、このあと詳細を含めてどうやっていく
か集まったお金は製作者に行くと思うのですが、こ
の映画をいろんなところで伝えていくというイメージ
で考えていますので、是非皆さんご理解いただけれ
ばありがたいなと思います。
　よく子どもに、お父さん太陽の周りって何度なのと
聞かれるんですよね。そうすると周りの大人たちがど
んな反応をするかというと、このお父さん「何度って
答えるのかな」と思いながら聞き耳を立てているん
ですが、我々も「二宮金次郎」という人を知ってい
ますが何をやった人なのか詳しく教えて下さいと言
われたときにこうなんですとなかなか説明できないな
と思っているんですね。そういったきっかけになるの
もいいんじゃないかという風にも思います。
・ �先週の火曜日に、2750地区のクラブ代表者会議と
いうところに行ってきました。三浦ガバナーから現状
の説明とか、各クラブがどういう風に進行している
かなどなど話し合ったのですが、そこで表彰式がご
ざいまして、非常に誇り高い感覚を味わってきました
ので、皆さんと共有したいなと思います。
　ロータリー財団年次3部
門全部達成クラブとして表
彰状をいただいてきました。
これは清宮会長の名前でい
ただいてきましたので、昨年
度の皆さんの頑張りの結果です。3部門は、年次寄付・
ポリオ寄付・ポールハリス賞ということですので、今
年も皆さん意識をしていただきたいなと思いますし、
米山もありますので、是非皆さん意識を高くもって活
動出来たらなと思っています。
　皆さん去年1年間の活動おつかれさまでした。ま
ずはありがとうございました。
・�当クラブの国際奉仕の一環としてやっているフィリピ
ンのハローアルソンプロジェクト、スラム街の子ども
たちの虫歯をケアしようというものですね。歯ブラシ
を皆さんにお願いしておりますが、実はこの現地で
歯科医師の方たちが使う資金のDD補助金をお願い
しておりました。なかなかその決裁が下りないなと
思っていたのですが、この前やっとメールが来まして、
12月から1月の間に2000ドルの寄付を頂戴すること
になりましたので、これから具体的に国際奉仕を行っ
ていくことになりますので、報告させて頂きます。

　　ありがとうございました。

幹事報告（石原忠始幹事）
・ �今週木曜（11月24日）の夜間例会につきましては、

「病気の子どもを育てる家族の 
　　　現状と私達にできること」

卓
話



・キープママスマイリングの活動領域
「設立の目的」：小児病棟における付き添い家族の環
境改善

病児のお母さん、家族が笑顔で向き合える世界へ！

　病児と一言で言っても色 と々あります。
　今、自宅でケアをされている方、そして発達がゆっ
くりな子どもたち、そしてその子たちと向き合うため
にはいろいろな問題があります。その中で今私たち
が問題としているのは、私自身が体験しました子ど
もの入院中に付き添って泊まり込んでいるご家族の
環境改善を目指し活動をしております。

・向き合う課題・入院付き添い家族の現状

　付き添いママ＝治療以外のケア担当

　こどもが小さいときは自分の症状も言えないですし、
そして小児病棟は慢性的に手が足りません。ですので、
多くのお母さんたちが病院に一緒に泊まり込んでいま
す。そして子どもの医療以外のお世話、ミルクをあげる、

部卒業後
1996年　㈱リクルート入社
ウェブメディア企画編集、人事等馬車馬サラリーマン
生活を送る。
2009年　長女出産
　付添入院の日 を々経て復職
2013年　次女出産
　入退院を繰り返す
2014年　次女の死をきっかけに
　11月、NPO法人設立＠中央区
2019年　会社員卒業、NPOに専念へ
　東銀座にオフィス開設
2021年7月　設立7周年
長女次女共に先天性生後すぐ入院手術・・・！
産休育休中は一緒に小児病棟に泊まり込み過ごしま
した。

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

・付き添って入院生活とは
　なかなか知られていない世界なんですね。付き
添っているお母さんたちも、自分からは大変な時に
は他人に伝えるという気力もないですし、退院した
後はやはり過去のこととなるので、なかなかその状
況というのは知られていない状況になっています。
　私、残念ながら、二人目が1歳になる直前に急性
の病気で亡くなってしまいました。それで私の付添
生活も終わり会社に復職することになりましたが、や
はり長女次女共に、なんで病気をもって生まれてき
たんだろうか？　次女は1歳になる前に亡くなったの
ですが、彼女が生まれてきた意味は何だったんだろ
うということをその後もずっと考える日々でした。仕
事をすることで少し気が紛れることもありましたが、
やはり特に二人目の子、彼女が生まれたことにも何
か意味があると思わないと前を向けなかったのです。
それを形にすることが私の使命なんだなと思うことで
ようやく前を向くことができました。上の子、下の子
合わせて多くの病院で付き添って、そこで私が経験
して見てきたこと、それが今の活動の原点となって
います。
　会社に復職したのですけれども、同時にNPO法
人も設立しまして、2足のわらじで始めました。そし
て3年前に会社を卒業して、NPOの活動に専念して
います。そしてオフィスを中央区東銀座に開設して、
今月設立7周年を迎えることができました。
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     病児のお母さん、家族が笑顔で向き合える世界へ！ 

 

 病児と一言で言っても色々とあります。 

 今、自宅でケアをされている方、そして発達がゆっくりな子どもたち、そしてその子たちと向き合うためにはいろいろな問

題があります。その中で今私たちが問題としているのは、私自身が体験しました子どもの入院中に付き添って泊まり込んでい

るご家族の環境改善を目指し活動をしております。 

・向き合う課題・入院付き添い家族の現状 
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 こどもが小さいときは自分の症状も言えないですし、そして小児病棟は慢性的に手が足りません。ですので、多くのお母さ

んたちが病院に一緒に泊まり込んでいます。そして子どもの医療以外のお世話、ミルクをあげる、お風呂に入れる、おむつを

替えるということをすべてお母さんがしています。それこそ検査に行くのも、大人だと、はい行ってきて、はいと手を出せば

できますが、やはり子どもだと採血も 30 分位かかったりします。お母さんたちが治療以外のケアすべてを担っていますが、

泊っているところにふとんというものはありません。お母さんは病人ではないので、基本的にはお母さんが自分の意思で泊ま

り込んでいるという位置付けとなっています。ですので、病院からのサポートというものはあまりありません。なので、ごは

んも自分が用意し、トイレに行く暇もないのですね。特に子供が小さいと、具合が悪くて、親が見えないとわーっと泣いてし

まいます。例えばうちの娘とかも、酸素吸入がありましたので、泣くと酸素濃度が下がってしまうので本当に泣かせることが

できない、目を離すことができない、トイレに行くことも大変、そんな中で自分のごはんを買いに行く時間もほんとうになく、

子どもが寝ているときに院内のコンビニに走って買いに行く、そして寝ているすきにわっとかきこんで食べる。なんとか自分

が倒れないようにするので精一杯です。ごはんも大変、そして寝るときもほんとうに寝返りも打てないベッド、でも眠る。そ

れもない場合は、子どもの小さいベッドに入り込んで一緒に横を向いて泊まり込む、もう体もばきばきです。そうしているう

ちにお母さんたちは次第に笑顔をなくしていき、体を壊していってしまいます。 

・入院付添者実態調査（2019年独自調査） 

  １ヶ月以上付き添い者の 72％以上が「体調を崩した」 

  全体の 78.6％が睡眠不足 

  全体の 79.5％が栄養不足 

  全体の 56.5％が経済的不安 

・医療の隙間に落ちた課題に向き合う 

  親が元気で笑顔でいることは子どもの病気の早期回復という点においてとても重要な要素 

  チーム医療の重要な一員である「お母さん（付き添い者）」に対するサポート不足 

  ケアする人へのケアが必要 

・ミールプログラムがスタート 

  ドナルド・マクドナルド・ハウスせたがやにて滞在家族への食事提供を実施 

   シェフオリジナルメニュー 

   管理栄養士＆中高生ボランティア 

   年末はおせち＆年越しそば 

   （The Burn 料理長 米澤文雄シェフ） 

  聖路加国際病院小児病棟でのお弁当提供 

   2018年より小児病棟で泊まり込むご家族へボランティア。 

   2020年 2月以降はコロナ対応で飲食店のお弁当を毎月お届け中 

  中央区補助事業「お弁当 de スマイリング」 

   コロナ禍で厳しい状況に置かれている飲食店、付き添い家族の両方を支援する事業として中央区補助金（半額補助）を

いただき、中央区内の飲食店でお弁当を購入、聖路加国際病院小児病棟へ配布。 

    ご協力下さった皆様 

      天ぷらやす田 

      ぎんざ神田川 

      吉亀寿司 

      羽衣銀座本店 

体調不良体調不良 

コンビニ食コンビニ食
だのみ

コンビニ食コンビニ食
みみ 

経済的困窮 

お風呂なし 
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区補助金（半額補助）をいただき、中央区内の
飲食店でお弁当を購入、聖路加国際病院小児
病棟へ配布。

　　　　ご協力下さった皆様
　　　　　　天ぷらやす田
　　　　　　ぎんざ神田川
　　　　　　吉亀寿司
　　　　　　羽衣銀座本店
　　　　　　銀座木村屋
　　　　　　とんかつ銀座梅林
　　　　　　新世界グリル梵
　　　　　　日東コーナー1948
　　　　　　清月堂本店
　　　　　　（敬称略）
　
　　付き添いママパパからの感謝の声
　　　�食事やお弁当を召し上がったご家族からは多く

の喜びの声を毎回いただきます。
　　　�「ごちそうさまでした。子どもが長期入院してお

り、今日は本当に久しぶりの外泊です。病院か
ら離れるのも心配だったのでマークハウスさん
に泊まらせていただくことになったその日にこん
なおいしいごはんをいただけて、テーブルの上
はまるでディナーのようでした。こどもは、「お
いしいね。とろけて眠くなっちゃうよ。ほら。」
と大喜び。久しぶりの家族での食卓でした。」

　　　�「ごちそう様でした。毎日コンビニ等の冷たい
味の濃いものばかりで食事をするのが楽しくな
かったです。こんなに手の込んだ、思いのこもっ
た料理を食べられて幸せな気持ちになりました。
これからの娘との入院生活をもっと大切にしよう
と心より思ったひとときでした。」

　　　�「素敵なお弁当どうもありがとうございました！
　とてもキレイな見た目で癒され、栄養バランス
もよく考えられていて大満足です！」

　　2500名以上のご家族へのお届け
　　　�マクドナルドハウスでのミールプログラムと聖路

加国際病院へのお弁当サポートで2500名以上
の付き添い者へごはんをお届けしました。

　　　�全国の小児病院にいる付き添いママをもっと応
援したい！

　　「ミール　de�スマイリング」プロジェクト始動
　　　�衛生面と病棟内での常温保存を考え加熱殺菌

したレトルト食に。
　　　�2019年11月より佐賀大学医学部附属病院小児

医療センターでの配布開始
　　　�配布先は広がり、全国へ！と思ったら
・コロナ禍における付き添い環境の変化
　　�新型コロナウイルス感染拡大に伴う医療機関の面
会・付き添い制限が始まってきた2020年4月、お
子さんが入院中の親御さんを対象に「ご家族が付

お風呂に入れる、おむつを替えるということをすべてお
母さんがしています。それこそ検査に行くのも、大人だ
と、はい行ってきて、はいと手を出せばできますが、
やはり子どもだと採血も30分位かかったりします。お
母さんたちが治療以外のケアすべてを担っていますが、
泊っているところにふとんというものはありません。お
母さんは病人ではないので、基本的にはお母さんが自
分の意思で泊まり込んでいるという位置付けとなってい
ます。ですので、病院からのサポートというものはあま
りありません。なので、ごはんも自分が用意し、トイ
レに行く暇もないのですね。特に子供が小さいと、具
合が悪くて、親が見えないとわーっと泣いてしまいます。
例えばうちの娘とかも、酸素吸入がありましたので、泣
くと酸素濃度が下がってしまうので本当に泣かせるこ
とができない、目を離すことができない、トイレに行く
ことも大変、そんな中で自分のごはんを買いに行く時
間もほんとうになく、子どもが寝ているときに院内のコ
ンビニに走って買いに行く、そして寝ているすきにわっ
とかきこんで食べる。なんとか自分が倒れないように
するので精一杯です。ごはんも大変、そして寝るときも
ほんとうに寝返りも打てないベッド、でも眠る。それも
ない場合は、子どもの小さいベッドに入り込んで一緒
に横を向いて泊まり込む、もう体もばきばきです。そう
しているうちにお母さんたちは次第に笑顔をなくしてい
き、体を壊していってしまいます。
・入院付添者実態調査（2019年独自調査）
　　1ヶ月以上付き添い者の72％以上が「体調を崩した」
　　全体の78.6％が睡眠不足
　　全体の79.5％が栄養不足
　　全体の56.5％が経済的不安
・医療の隙間に落ちた課題に向き合う
親が元気で笑顔でいることは子どもの病気の早期
回復という点においてとても重要な要素
チーム医療の重要な一員である「お母さん（付き
添い者）」に対するサポート不足
ケアする人へのケアが必要

・ミールプログラムがスタート
ドナルド・マクドナルド・ハウスせたがやにて滞在
家族への食事提供を実施

　　　シェフオリジナルメニュー
　　　管理栄養士＆中高生ボランティア
　　　年末はおせち＆年越しそば
　　　（The�Burn�料理長　米澤文雄シェフ）
　　聖路加国際病院小児病棟でのお弁当提供
　　　�2018年より小児病棟で泊まり込むご家族へボラ

ンティア。
　　　�2020年2月以降はコロナ対応で飲食店のお弁

当を毎月お届け中
　　中央区補助事業「お弁当�de�スマイリング」
　　　�コロナ禍で厳しい状況に置かれている飲食店、

付き添い家族の両方を支援する事業として中央



協賛企業一覧（生活用品・活動資金／助成金）
【生活用品（洋服・化粧品など）】

企業名（50音順） ご支援いただいた商品

株式会社
アジュバンコスメジャパン

化粧水、フェイスマスク、
化粧石鹸、リップグロス

エーザイ株式会社 保湿クリーム

川辺株式会社 ブランドハンカチ、タオル

サンスターグループ スムージー、タブレット

シュバイツアー高橋株式会社 オリーブ油石鹸

株式会社バスクリン 入浴剤

株式会社美・ファイン研究所・
フロムハンド 化粧品、美容液、ポーチ

株式会社琵琶湖グランドホテル 温泉の素

ピジョン株式会社
お湯のいらないシャンプー、
体拭き、おしりふき、アルコー
ル消毒

株式会社ファーストリテイリング 洋服、靴下、ひざ掛け、
マスク

株式会社フェリシモ お食事エプロン、段ボール

有限会社リバーサイド・
株式会社インティ マスク

株式会社ワコール ショーツ

【助成金】

企業名（50音順） ご支援いただいた
商品・基金名

株式会社フェリシモ フェリシモ助け合い基金

クラシエホールディングス
株式会社 しるしの日基金

アコム株式会社 役職員一人ひとりが企画・
実行する社会貢献活動

Readyfor 新型コロナウイルス感染症・
拡大防止活動基金

（応援パックを受け取ったご家族の声）
　「送っていただいた物を見たとき、頑張って！
　負けないで！　一人じゃないよ！と、応援して
くれている人がいるんだ。と、すごく救われまし
た。心に余裕がなく、常に不安で潰されそうだっ
た心が少し軽くなったのです。一人じゃない。」
　「急に決まった長期入院にただただ不安しか
なく、子どもに必要なものの準備は出来ていた
のに、自分の身の回りや食事の準備がほとんど
出来ておらず、困っている中でたくさんの品物を
届けて頂き本当に助かりました。」
　「食べ物だけでなく、タオルや衣料品まで入って
おり、段ボールを開けるワクワク感が非日常で楽し
かった。支援してくださる組織の皆様、そしてそ
れを応援してくれる企業の方 に々感謝しています。」

き添い生活を送る中で困っていること、不安なこ
と」について緊急アンケートを実施。

　　　�「子供に会えない」「会える時間が減った」「付
き添い中外に出られなくなった」

　　�又、日本経済新聞が全国主要病院の小児病棟に
おける面会・付き添い環境について調査を実施

　　　面会の禁止・制限は9割以上
　　　付き添い宿泊も半数近くが制限
・�面会制限・親子分離課題への対策（オンライン面会
支援）

　　�ソフトバンク社のご支援で、iPhone550台配布
（2021年3月末まで通話・通信料込み）

　　面会制限を行う病院・宿泊施設へ寄付
　　　　→　39施設へ250台配布
　　�面会制限により、親子・家族分離の課題のあるご
家族へ1家族2台まで寄付

　　　　→　150世帯300台プレゼント
　　�これをきっかけにオンライン面会を開始する医療
機関も！

　　（まだまだWi-Fi整備もされておらず課題は多い）
・付き添い制限への支援（付き添い生活応援パック）
　　�付き添い交代・病棟外への外出制限で疲弊する
2週間以上お子さんと泊まり込み付き添うご家族
へ食料・衛生用品・生活用品の詰合せパックをお
届け！

　　　　→2020年10月以降1700個以上を全国へ発送
協賛企業一覧（食品）
【食品・菓子・飲料など】

企業名（50音順） ご支援いただいた商品

株式会社曙 おかき

株式会社アルマテラ アガペシロップ、チョコレート

石井食品株式会社 レトルト食品

株式会社榮太樓總本鋪・細
田協佑社 飴ポケット缶・羊羹

エイチアンドダブリュー株式会社 スイートな焼き芋缶詰

株式会社木の屋石巻水産 サンマ・サバ・クジラ缶詰

3時のかんぶつやさん 焼き菓子

サンスター株式会社 寝具ケアミスト、保湿クリーム

シックスセンスラボ株式会社 サプリメント

日本菓子BB協会・会員企業 各種お菓子

ヘテパシフィック株式会社 お菓子、スープ

POST�COFFEE株式会社 デカフェコーヒー

マルハニチロ株式会社 さんま・サバ・ツナ缶詰

丸美屋食品工業株式会社 とり五目おこわ

三島食品株式会社 ふりかけ

森永製菓株式会社 ウイダーinゼリー、お菓子

株式会社龍角散 おくすり飲めたね



宮下 文夫・山田 桂子・小堀 　彰・
川口 　惠・金子 健彦・諏訪 智美・
大石 由梨枝・白坂 亜紀

クラブ週報
編 集 担 当

私達中央区の団体です。
一人でも多くの病児と付き添うご家族を支えるため、是
非お力を貸して下さい！
単発のご寄付以外に以下の支援の形があります。
①継続的に支援する公式スポンサー企業になる
　（1口10万円、1口～1年）
②毎月定額寄付「マンスリーサポーター」になる
　（1000円～／月）
③「ふるさと納税」で寄付（佐賀NPO）
　12月よりふるさとチョイス掲載
④��「付き添い生活サポートパック」への商品寄付、企
業紹介

　とりあえず話そう！　喜んで♪
（要約文責　宮下）

　「想像していたよりいろいろな物が入っており、
内容もどれも実用的で、2週間程度と思ってい
た付き添い入院が、最短でも1か月と言われ、
沈んでいた心がほっくり暖かくなりました。」
　「入院付き添い生活をカバーできるほど幅広
く、助かりました。付き添い者のことをよく理解
してくださっているなと感じられる品物が多かっ
た。」
　「たくさんの思いが届きました。その時病状も
よくなくて精神的に参っていましたが気晴らしと
いうか単調な日々の中、物が届くというのは嬉し
いものでした。」
　「お風呂に入らなくても、ご飯がまともに食べ
られなくても、まともに寝れなくても、どんなに
付き添い生活が大変でも、子どもはもっと頑張っ
ていて、決して弱音を吐いてはいけない、自分
は辛いとも大変とも思ってはいけないような気が
していました。このような活動をしてくれてる方
たちがいて、自分の頑張りを認めてもらえている
ようで、すごく気持ちの面で救われました。」

「子どもにとって最適なカタチ」を軸に
　�付き添い者の環境改善に病院が着手できない
背景として制度と現実のねじれがある。
　　→　家族・医療提供者、行政
　　　　�多様なステイクホルダーが対話を重ね、

子どもの早い回復のために適切な親の
付き添い環境の形を考えたい！

■共同通信「子の看護、親は24時間缶詰に」
子どもの早い回復のために適切な親の付き添い環境の
形を考え考えたい！
　入院患者を受け入れる病院に公的医療保険から
支払われる診療報酬のうち、「入院基本料」という
項目には、小児患者の世話の料金も含まれている。
つまり、子どものケアは看護師らが担うことを前提に
診療報酬が支払われており、保護者の付き添いは
本来不要なのだ。
　一方、同省は通知で「小児患者または知的障害を
有する患者等の場合は、医師の許可を得て家族等
が付き添うことは差し支えない」とも明記しており、
これが付き添い入院の根拠となっている。あくまで
保護者が希望した場合の措置という位置付けだ。

共同通信社の配信が新聞報道された。
山梨日日新聞令和3年11月22日朝刊など「子の入院
8割「付き添い」」「仕事影響7割退職、休職も」
ボトムアップ＆トップダウンの活動で目指す社会へ
　政策・制度の変更／家族の支援・地域の種まき

ご清聴ありがとうございました！

梅 澤 元 彦 幹 事� キープママの卓話をさせていただき、あり
がとうございます！

武 田 義 輝 会 長� 本日はお招き頂き誠にありがとうございます。
� 映画二宮金次郎のお話をしたいと思い、貴

重なお時間を頂き誠に感謝申し上げます。
富 田 洋 平 会 長� 光原さん、お待ちしておりました。
� 本日は宜しくお願い致します。
石 原 忠 始 幹 事� 久々に八ヶ岳へドライブしてまいりましたの

でニコニコします。
大 盛 敬 子 会 員� 地震が頻繁に来ておりますが、災害への

備えの準備に取り掛かりたいと思い、ニコ
ニコします。

海 渡 千 佳 会 員� 今日もリアル出席できました。うれしいのでニ
コニコします。

� 皆様、それぞれの方法で出席でしたらさら
にうれしいです。

福 元 智 子 会 員� 本日はリクルートの後輩の光原さんを卓話
にお招きしています。

� なかなか日の目の当たらない病児ママの
お話を、是非皆さんに知って頂きたく、宜
しくお願いします。

山 下 　 江 会 員� 食堂のポイントがたまり、定食とサラダバー
が無料となったのでニコニコです。

（日本橋RC（NPO法人
キープママスマイリング））

（東京山王RC）

にこにこ合計17,000円


