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ガールスカウト神奈川第11団 代表 八木凌子氏

１２時３０分開 会点鐘 07～08鈴木正孝会長

国歌斉唱

ロータリーソング 『奉仕の理想』

四つのテスト唱和

ゲスト・ビジター紹介

ガールスカウト神奈川第１１団

代 表 八木凌 子様

梅雨もあけ、選挙も終わり、選挙結果

も良いように進んでくれればと思っております。

梅雨が終わると暑くなり嫌だなと思っています。子供の頃は夏に

なると嬉しかったものです。これは夏休みがあって海に行ける、遊

びも多い、中高生になると、夏休みに何かを期待し、良い出会い

があるにではないか？とほのかな期待に心が躍ったのでしょうか。今

は当時の年配者同様、暑くなるのは嫌だなと感じています。これは

私の青春のお終いなのかも知れません。会長報告は特になし。

ガールスカウト神奈川第11団

代表八木凌子氏へ助成金の

授与式を行います。左下段

※ お誕生日お祝い

芹川直行会員Ｓ３１.８.２

北風 雄会員Ｓ２０.８.２２

芹川先生誕生日おめでとうございます

出席率100％バッチ授与

吉田（益）35年、松崎28年、

加藤25年、高木24年、

芹川 20年 、川﨑(昇)20年、

星野 （雄）13年、鈴木（康）

12年、 菊池（恵）10年、

秋本6年、鈴木（正）5年、

吉田（重）1年、本山1年

100％出席バッチ授与のスナップは多数のため別紙で配布します.

※ ロータリーの友

※ クラブ計画書 横須賀ロータリークラブ

※ 週 報 横須賀ロータリークラブ

※ 例会のお知らせ 横須賀南西ロータリークラブ

※ 卓話講師派遣・観劇のご案内

回覧中 ８月・９月例会食事予定表

〃 ８月７日（火）納涼夜間例会出欠表

〃 ９月３日（月）南西クラブとの合同夜間例会出欠表

P1

07～'08年度RIﾃー ﾏ



皆様のご協力に感謝致しております。八木凌子氏↓

三浦市の小学校から子供が

消えてゆき、ガールスカウ

トも全く同じ道を辿ってい

ます。社会的な教育として

発展してきた活動も学校教

育の一環に取り入れられＧ

Ｓのスリーポイントである

野外活動やキャンプファイヤーそしてサークル授業なども

取り込まれ、現代社会に馴染みにくい活動になりつつあり

ます。ベーデン、パウエル卿が始めたＢＳやＧＳの子供達

の、斥候としての模範教育が現代社会から乖離しつつある

ことで、指導者や子供達の入団者が少なく、このままでは

来年にも解団せざるを得ない現状になりつつあります。

以上、八木凌子氏のご挨拶を簡略化してお伝えしました。

(幹事が代行）

会員総数３０名 本日出席１６名 本日欠席１１名

出席率は５９．２％となります。

八木凌子10,000円 長い年月、ガールスカウト活動に御理

解を頂き誠にありが度う御座います。今後ますますの御

会の御活躍お祈り申し上げます

鈴木正孝 1,000円 大石さん、ようこそ。

芹川直行 4,000円 ①誕生日祝いのお礼、本日誕生日で

す。②100％バッチ頂きました。

吉田重穂 3,000円 ３番目の孫が25日女の子生まれまし

た。男は無し。100％バッチありがとうございました。

秋本清道 1,000円 八木さんようこそ。ガールスカウト

大会での賞状ありがとうございました。大石君一緒に活

動しましょう。

菊池 恵 1,000円 皆さんより署名いただきました参議員

比例区の有村はる子氏が比例区の自民党最下位で当選致

しました。ありがとうございました。100％バッチあり

がとうございました。

星野 雄 1,000円 梅雨が明けていきなり暑くなりました。

花火例会楽しみましょう。

加藤文幸 2,000円 三矢（三男）の子供（孫）が10年待

ちでできました。（夏実でーす）週報のテープ起し星野

さんありがとうございました。

松崎貞男 1,000円 100％バッチありがとうございました。

佐藤 隆 3,000円 ３回連続欠席のお詫び。

鈴木康仁 2,000円 前回欠席のお詫び。100％バッチあり

がとうございます。

村山智城 5,000円 ２回欠席のお詫び。

吉田益夫 1,000円 財団BOX 100％バッチ頂きました。

芹川直行 1,000円 財団BOX

吉田重穂 1,000円 財団BOX

菊池 恵 3,000円 財団BOX

村山智城 1,000円 財団BOX

吉田重穂 1,000円 米山BOX

菊池 恵 2,000円 米山BOX

星野 雄 3,000円 米山BOX

村山智城 3,000円 米山BOX

星野 雄 3,000円 ポリオ撲滅BOX

村山智城 1,000円 周年事業特別BOX

項 目 本 日 前回迄 累 計

ニコニコ 34,000円 54,000円 88,000円

財 団 6,000円 11,000円 17,000円

ポ リ オ 3,000円 7,000円 10,000円

米 山 10,000円 10,000円 20,000円

周 年 1,000円 4,000円 5,000円

合 計 54,000円 86,000円 140,000円

星野親睦委員長

8月7日（火）三浦海岸の

花火例会は6時30分点鐘です。

会費は2千円を3千円にしま

した。中身の濃い料理にし

たいと思います。駐車場は

昨年同様重穂さんのご好意

でﾏﾎﾛﾊﾞ入口脇に用意しす。

鈴木（康）社会奉仕委員長

社会奉仕委員会からお願

い「アカザ」の苗に肥料

を与えたのが、周りに草

にも効いてしまい雑草刈

りの予定を次回9日(木）

に致します。

ご参加をお願い致します。

木村謙蔵会員

今日は、まずは大変ご無

沙汰をしております、そし

て大変お暑うございます。

鈴木会長就任お目出とう

ございます。私は鈴木会長

と同級生でございますし、

新入会員の大石さんも同級

生ですが５０の声を過ぎて、もうそんな齢になってしまっ

たのかなあ、と思っております。

鈴木会長から卓話をやってくれと頼まれました。テーマ

は「医療問題に関して」と言うことなのですが、非常に難

しい問題でして、会長の鈴木さんが歯科医でして、幹事の

芹川さんが医師と言うことで、なかなか医療のことを語る

のは難しいかなと思うのですが、前半は今回の選挙の話と、

後半を県立病院の現状を説明させていただこうと思ってお

ります。私は県議会議員２期目をスタートさせていただき

ました。４月に当選をさせていただきまして自民党の県議

団に入れさせていただき自民党員として政治活動、そして

議会活動をさせていただいているのですが、党に入った途

端大変な逆風になっていまして、ご存知のように参議院選

挙は自民党大敗、民主党大躍進と言う結果が出てきました。

今日の新聞、ニュース等々でも安倍さんの去就が今後どう

なって行くのかが注目のところで、森さんあたりから辞め

た方が・・・新聞紙上をにぎあわせているようですが今回

の選挙の当然のように焦点になったのは年金の問題で、こ

の問題が選挙の勝ち負けの左右をした大きな要因であると

言うのは間違いのないことだなと思っています。

自分なりの分析、新聞等々の報道を解釈してみると年金

だけではないのかなと少し思ってはいます。閣僚の失言等

の問題もありますし、此処に来て政治の地盤と言うか、政

治の支持等々が少しずつ変わってきているのかなとも思い
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ます。少し前ですと、私たち地方議会の議員が集票

マシーンとして各種団体等に働きかけをして選挙を

し、自民党が政権を取ってゆく時代が戦後６０年ぐ

らい続いてきたのですが、此処に来て自公連立で自

民党は公明党に頼りすぎていて自民党の組織自体が

弱体化しすぎている所があるのではないのか、ある

いは民主党が支持基盤をしっかりと持ってきている

のか、色々データを調べてみました。ここ数年で都

道府県議会の議員の獲得議席の数を調べてみますと、

自民党は１３０９あったものが１２１２までに減っ

てきています。逆に民主党は２０５あったものが３

７５、公明が１７８から１８１共産党が１０７から

１００と言うことで、全体的に今回の選挙だけでは

なく浮動票が総て民主党に流れただけではなく民主

党自身それなりにしっかりした地盤の中で選挙が出

来るような体制になってきたのではないかと思われ

ます。２大政党と言う時代の流れが着実に進んでき

ていると思っております。この選挙の結果を見ます

と投票率は前回に比べ２％しか増えていない。投票

率が上がって浮動票が民主党に流れたと言うことだ

けではない選挙になったのではないか、小泉さんの

ブームで自民党が衆議院で圧勝したのとは違い、民

主党が力を付けてきたのではないかと言う選挙では

ないかと思っております。至極当然と言うか２大政

党の流れを作ってゆくのだと言う考え方の中では良

いことなのかな自民党だから安泰だ安心だと言うの

ではなくややもすれば政治倫理の問題等々も含め政

治家はきちんと政治活動を行うことを求められる難

しい時代に入ってきたなと思われます。後は安倍さ

んが何で辞めないのか、これもいろいろ新聞に書い

てあります、衆議院で負けたのではないから内閣総

辞職をする必要もないと言う意見もありますし、自

民党は衆議院の中で３分の２以上を自民公明で議席

を持っているので参議院で否決されて戻ってきても

衆議院で可決をされると言うこともありますので理

由の一つにしております。しかし、これは調べてみ

ますと参議院で否決されて衆議院に戻り再可決され

た例は１９５３年に一度あっただけで、それ以後一

度も無い話だそうで、これも辞めない理由にはなら

ないのかなと思います。近い将来、衆議院を解散し、

国民の民意を問う衆議院選挙が近々かあるのかな、

これも流れとして必要なのかなあと思っております。

話は前後しますが、神奈川県議会の内を見てみま

すと、春の改選後、自民党は４０議席、民主党が３

７議席で県議会の中では民主党は押しも押されもせ

ぬ第２党になりました。ところが通常、慣例から言

えば第１党が議長、第２党が副議長、各種常任委員

会に於いても第１党が委員長、第２党の民主党が副

委員長を占めるのが、議会制民主主義の多数決の当

然の原理なのですが、民主党は４年間副議長をやら

せてくれなければ各種常任委員会の議長も副議長も

要らないと言う、訳のわからないことを主張したの

で総て失くしました。その結果、民主党はこの４年

間、一切の役職を無しで議会の運営を進めてゆくと

言う、おかしな状況になってしまいました。これは

これで一つの考え方ではあるのかもしれませんが、

松沢県政を支える民主党として如何なものかなと思

はれます。そのような民主党ではありますが、選挙

としてみると、そこそこ力を付けてきているのかな

と思われます。

ただ、神奈川県議会としてみると２大政党の一翼

を担ってゆく党派には、まだまだ成り切れてはいな

いのではないか思はれます。

いずれにしても県議会、あるいは国会を含めてこ

れから先まだまだ厳しい状況のなかで、安倍政権は

もう少ししっかりしていただかないと年金問題等々

を含め様々な問題をどのように乗り切ってゆくのか

私も地方議員の１人として大変心配をしているとこ

ろであります。

さて、神奈川県、この６月議会が平成１９年度の

予算議会でありました。通常であれば１２月か３月

の議会が来年度予算編成をする議会になるのですが、

今年は神奈川県知事選挙と県議会議員選挙等があり

ましたので骨格的な予算を組んでおいて６月に正式

な予算を承認すると言う、若干変則的な議会運営を

してきたのですが、その中の平成１９年度の病院事

業の当初予算あるいは運営方法、基本目標について

少し述べさせていただきます。

まず、県立病院の基本的な考え方なのですが、三

浦市立病院も運営、病院経営上で大変厳しい状況に

置かれ、市の一般会計から５億円以上が三浦市立病

院に投入されており、これ以上一般会計からの突出

が増えれば市立病院の民営化も視野に入れた抜本的

な改革をしてゆく必要があると言われておりまして、

吉田市長もこの６月議会の内では現状のままで少し

企業努力をしてみて、それでだめならと答弁したよ

うですが、県立病院も基本的には同じような状況で

して経営的には大変厳しい状態にあります。

県はトータルで５００億円ぐらいのボリュウムで

病院事業を行っていますが、なかなか厳しい状況に

あります。皆様もご承知の通り、特に産科、小児科

の医師不足は大きな問題になっておりまして、県立

の総合病院はそう多くはないのですが南足柄病院等

は今まで約６００件のお産のケースが産科のお医者

さんが足りないために今は２００件ぐらいしか出来

ない状態だそうです。
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そう云った中で平成１９年度も医師不足、特に産科、

小児科医師の不足を解決するのが最大の課題だと云われ

ております。お医者さんの研修の費用、高規臨床研修？

に３．６億円の新たな事業で優秀な医師の確保と県内医

療水準の向上を図るための予算を計上しております。参

加医師の問題ですが確保するのが難しく、以前働いてい

た女医さん達に今一度戻って貰う研修の制度等にも予算

を付けて充実させて行こうとする計画です。

医師不足の問題とと共に最大のテーマは「癌」の問題

です。神奈川県は「がん」への挑戦１０ケ年戦略という

ことで最重点課題の一つとして、様々な事業を行ってい

る所です。神奈川県立がんセンターが二俣川にあります

が、今１,５倍の規模での建替えの準備をしています。

二俣川の自動車試験場に新しい「がん」センターを建て、

今ある病院の跡地に自動車試験場を移転する計画です。

この建設計画はいわゆる民間の力を借りるＰＦＩ事業

で病院建設を行ってゆこうとししております。松沢知事

も正式に発表しておりますし、「がん」に関する県下の

拠点病院として新たなスタートを切っております。

「がん」の新たな治療方法として、重粒子線治療装置

が今出てきているのですが、お医者さんの前で「がん」

の話をするにはためらうところが多いのですが「がん」

の治療には外科手術で治すのと、科学療法「抗がん剤」

で治すのに加え、放射線治療の３ツがあります。最近特

に重粒子線治療が注目されています。重粒子線のメリッ

トは手術ができない所や深いところなどをピンポイント

で放射線が当てられると言う治療装置のようであります。

今までは加速器を使って患部に当てる装置ですが、大

変大規模で３００～４００億円もかかる学校のグランド

ぐらいの場所を必要とした装置だったのが小型化してき

て価格も１００億円を切る所まできたので、神奈川県と

しても「がん」センターのリニューアルに平行して投入

することが決まってまいりました。ただ一つ問題なのは

費用の問題、建設の問題でなく、治療の費用に問題があ

ります。この重粒子線治療を受けるのには３００万円ぐ

らいかかると試算されています、皆様も「がん保険」で

対応して下さい。ただ、普及されて行くに従い、コスト

は安くなってゆくと思います。この様に神奈川県の「が

ん」治療はこれから本腰を挙げてかかって行きます。

それと、横浜にあります子供医療センターも新しく建

替えられますが、県では１０億円の予算を立てて専門的

な高度な医療施設として計画しております。県立病院の

赤字の問題等のありますが「がん」や小児医療に関する

問題は専門性の高い事なので多少コストがかかってもレ

ベルの高い医療が受けられると言うことは県民にとって

大変メリットのある事だ考えております。このようなこ

とは私を含め自民党県議団にとって「がん」対策、小児

医療対策を積極的に議会の中で議論をしてゆこうとして

おります。

後は、当然のように地震の問題です、せんだっても日

本海で大きな地震があったのですが、県立病院の耐震対

策が大きな問題になっています。いざ地震が起きた場合、

県立病院が使えないとなった場合、大問題になりますの

で平成１９年度は学校の耐震と併せ県立病院の耐震性も

議論しております。県の関係は大体このようになってお

ります。

最後になりますが、私は夏が大好きでして、梅雨明け

を人一倍喜んでいるのですが、今朝方、三浦海岸で食中

毒の啓発キャンペーンを行ったのですが、お客さんが大

変少なく寂しい思いです、夏は夏らしくなって、海水浴

のお客さんがたくさん来ていただくことが三浦にとって

大きなメリットかなと思います。

夏のレジャー対策も検討の課題になっているのだとの

思いを今日、午前中の三浦海岸で感じたことをご報告と

して、私の卓話とさせていただきます。

P4

編集後記 １００％バッチ授与のスナップ写真を貼り付けるつもりがデジタル.フォーマットの手違いで貼り

付けることが出来ませんでした。高画質でと欲張ったのが間違いでした、時間があれば修正は出来たのですが、

紙面の都合もあり個々にプレゼントしてごめんなさいです。 f.kato


