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会長  李 一孝 

皆さんこんばんは 
昨晩はこのホテルでお笑いのディナーショーがあり

ましたが、私は5時半から8時半まで、この会場で
クラブ奉仕部門の地区役員の顔合わせに出席して来

ました。次年度の事業についての意見交換もおこな

われました。 私は次年度地区ロータリー情報委員

を仰せつかっております。情報委員として、ロータ

リーに対する私の意見を述べて参りました。 
5 月 22 日、日曜日に熊谷ロータリークラブ 100
周年記念事業の 
市民公開フォーラムに行って参りました。テーマは

「若者、女性、健康」です。若者の性、犯罪、ニコ

チン依存症、など病める現代社会を徹底討論する、

という主旨でおこなわれました。まず第一部では、

家坂産婦人科医院の家坂清子先生のご講演。演題は

データから垣間見た若者たちの性、副題として思春

期外来のデスクから、です。 
群馬県産婦人科医会の医師のボランティア約 50
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム  ６月 １日（水） 
       親睦例会 
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5月会員誕生祝い・飯塚会長エレクト 誕生祝いケーキ 



人が群馬県中の高校に性教育をおこなっているそう

です。2001年から2004年までのデータを出されて
今の若者の性的な問題をお話されました。 
また中学生、高校生の性のアンケートをとり、その

データも公表されました。今の高校生、好きならば

セックスするのが普通だと答える男子生徒が 80％
いるそうです。では女子はどうでしょう？やはり

80%の女の子は好きな男の子とセックスすることが
自然であると、セックスに対し肯定的です。問題は

妊娠年齢がどんどん下がっていることです。 
女子中高生の妊娠した女の子になぜ避妊をしなか

ったのかというアンケートをとると、コンドームを

するのを男の子が嫌がるからという理由が多いそう

です。男の子がコンドームしないほうが気持ちがい

いって言うから、と言ってるそうなんです。中には

子供ができてもいいと思った女の子も何人かいたそ

うです。子供ができてもいいと思った子に、あなた

はその子供を育てることができるかどうか考えた

か？ と質問したら、とうぜん考えてないわけで、物
事の考え方、思考が非常に幼稚だということでした。 
要するに目先の好きな人間のことしか考えられない

訳です。 
幼児虐待が起こるわけです。 
また興味深いのは、家庭が楽しくないと言ってい

る女の子に妊娠が多いということもわかっているそ

うです。ただでさえ、この年代は親よりも友達が大

切です。そんな状況で、子供の為と思ってのアドバ

イスが親のガミガミになり。ともすると過干渉で家

庭の中の雰囲気がまずくなる、そして親子関係が悪

くなり、親の言うことより、彼氏の望むままになっ

てしまい、悲劇に遭う女の子が出てくるわけです。

中学3年が終わった春休みからから高校一年の夏休
みまでが一番危ないと言っておられました。 
性のモラルがおかしくなる原因は実は家庭の中に

ある、あるいはそのように追い込んでいく社会にあ

るかもしれないと思います。社会が病んでくると立

場の弱い子供が犠牲になるのかもしれません。 
また性病の危険についてもお話されました。クラ

ミジア、尖圭コンジローム、淋病、性器ヘルペスの

等です。とくにクラミジアの後遺症として女性の場

合、不妊症になるそうです。結婚してから後悔して

も遅いわけです。尖圭コンジロームは女性に性器に

いぼのようなものができるんですが、ヒトパピロー

マウィルスの感染で起こる病気です。女性がこれに

罹ると子宮頸癌になる確立が高くなる。この癌は基

本的に40代、50代の女性の病気なんです。しかし
セックスの低年齢化、複数のセックスパートナーを

持つ、コンドームなしということで子宮頸癌になる

患者がどんどん低年齢化して、去年ついに 17 歳で
の子宮頸癌を見つけたそうなのです。10代、20代
には、ありえなかった病気が、性に対する考え方の

変化で悪いほうに向かってしまった。これは本当に

驚くべきことなんです。 
それから性病にかかるとＡＩＤＳに感染する危険

が病気によって5倍から200倍に増加することを強
調されておりました。 
わたしは日本においてＡＩＤＳのことがあまり取

りざたされていないことに危機感を覚えます。 
第2部の熊谷神経クリニックの田久保真理子先生
のお話の中で、最近自尊心のない子供が増えたとい

うのが印象に残ってます。 
自分を大切な人間と思えない。自分を好きになれな

い。自分なんかどうでもいい。こう思う女の子は、

いとも簡単に俗に言う悪い男の餌食になってしまう。

これは本当に悲しいことです。これではだんだん心

が病んできて体の調子も悪くなります。心の健康が

いかに大事か痛感します。 
この公開フォーラムの目的が病める現代社会を徹

底討論すると言う目的ですが、問題は少し浮き彫り

にされた感じでした。社会がどのように病んでいる

のか把握するのは難しいですが、ロータリーは今後、

こういうことも考えていかないといけないのかもし

れないと思いました。 
 

 
 
 
 
インターネットホームページについて 

職業奉仕委員長  加藤 博 
 

皆様こんばんわ 
 
本日は熊谷南ロータリークラブのホームページの

（会員専用）掲示板ＰＡＴＩＯの使い方を説明させ

ていただきます。 
まずはトップページから〔 会員専用 〕ボタンを

クリックします。 
認証画面で、ＩＤとパスワードを入力し〔 送信 〕

ボタンを押します。 
会員専用ページ画面で〔 掲示板へ 〕ボタンを押

します 
トップページの｢新規スレッド｣をクリックして、テ

ーマを投稿することができます。 
又 他の会員がスレッドー覧から読みたいトピック

スをクリックしてそれについてコメントを返信する

こともできます。 
会員皆様がいつでもトピックスに対して意見を出し

合えます。もう少しくわしい使い方は別紙にて配布

しますのでそれをみてください。 
又 会報も同じ入り方でみることができます。 
また パソコンのこととか、インターネットの接続

がまだの方とか、やり方を聞きたいと言う会員の方

卓 話 



がいらっしゃいましたら、加藤まで連絡ください。 
本日はつたない説明で申し訳ありませんでしたけど

よろしくお願いいたします。 
 
 
                                                                                                                    

 
 

次年度幹事 島崎 次弘 

１． 地区より 
＊ 「第２５７０地区ロータリー家族委員会

活動記録集」送付のご案内 
 
２． 財団法人米山梅吉記念館より 

＊ 創立３５周年記念誌「超我の人 米山梅吉

の跫音」の贈呈 
 
３． 熊谷市国際交流協会より 

＊ 熊谷市国際交流協会役員会資料の送付に

ついて 
 
４． 熊谷中央ライオンズクラブより 
  ＊「THE Lion」 
 
 
 
 
 
 出 席 報 告 
例会日  ５月２５日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４１ ２４ １４ ３ ６６％ 
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李一孝会長 
 本日は次年度担当例会です。昨日はこの会場で地

区の委員会に出席してきました。ロータリーの第

2世紀がいま、まさに始まろうとしています。 
棚澤正行幹事 
 本日は加藤職業奉仕委員長「ＩＴ・ＨＰの卓話」

よろしくおねがいします。 
本日の次年度担当例会、飯塚エレクト、島崎副幹

事、宜しくお願いします。 
 この状況は思わず「ニコッ」としてしまいます。

あと少しの幹事としての任期、気を抜かず頑張り

たいと思います。宜しくお願いします。 
飯塚幸一会員 
 本日は、李会長のロータリーの友情で次年度のリ

ハーサルの例会を担当させて頂く事となり、心よ

り御礼申し上げます。 
島崎次弘会員 
 次年度の幹事を務めさせて頂きます島崎です。こ

れから一年間皆様には大変お世話になります。よ

ろしくお願い致します。 
遠藤信行会員 
 仕事が忙しくて、出席できずすいません。 
馬場孝会員 
 昨日のＧＭ会ゴルフコンペでは吉田副会長に大変

お世話になりました。おかげ様で一日楽しく過ご

すことができました。ありがとうございました。 
小野寺弘行会員・井上哲孝会員 
 今月２８日（土）に、元横綱・大鵬親方引退記念

パーティーが東京日本橋、ロイヤルパークホテル

にて開催されます。各界より大勢の方々が出席さ

れます。チケットが少々取れましたので参加希望

の方は、小野寺・井上まで、ご連絡下さい。 
［会員誕生］ 
飯塚幸一会員 
誕生日を祝っていただきありがとうございます。 

 又年を１才取ってしまいました。年々若返ってし

まい、嬉しいやら、悲しいやら！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


