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点 鐘           本田 節 会長 

           

歌 唱   ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 下田文仁ＳＡＡ委員長 

 

 

 

 

司会･進行   石蔵尚之ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 
 
来訪者紹介    本田 節 会長 

     熊本市民病院 産婦人科主任  本田 菜穂子 様 
 
          第2720地区  米山奨学生  王 辰寧 さん 
     
           人吉ＲＣ会員夫人     水野 加代子 様 

                                尾方 浩美   様                     

 

             会長 本田 節  
 

 今月は母子の健康月間ということ

で、卓話をお願いしておりますの

は、熊本市立熊本市民病院・産婦人

科主任・本田菜穂子様であります。 

  本田さんには昨年延岡年度におい

て卓話の依頼されておりましたが、

ちょうど熊本地震により病院が被

災、機能が停止し、大変な時期であ

りましたので残念ながら中止となりました。残念で

はありましたが本日は大変お忙しい中にお出でいた

だき、念願が叶い大変楽しみにしております。震災

後は病院での産婦人科の診療は全く出来なくなって

おり、助産師として外のテントの一角で「母と子の

相談コーナー」をすぐに設置され、お母さん達の悩

み相談を受けたり、沐浴の支援をされたりしており

ます。そしてすぐに24時間ホットラインを設置し、
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Ｐ１    会長の時間 

Ｐ２    幹事報告、出席率報告、会務報告  

              米山奨学生 王辰寧さん 挨拶・奨学金支給   

Ｐ２～４  母子の健康月間  卓話 本田菜穂子氏 

Ｐ4     ﾆｺﾆｺ・R財・米山・人吉奨学寄付カード 

スタッフはPHSを携帯し24時間対応をされており、素

晴らしい職業奉仕をされておる助産師であります。

なお、本田様は当会員の水野虎彦様の奥様のお姉様

にあたられます。後ほど詳しくご紹介をしていただ

きたいと思います。 

  本日の卓話は育児に関わるスタートとして母乳が

いかに人間形成において重要な役割を果たすかもお

話しいただけるそうです。助産師として使命感溢れ

る本田菜穂子様であります。 

 もう１人のご来訪者は米山奨学生の王辰寧（オ

ウ・シンネイ）さんです。王さんは熊本大学の大学

院に在籍されており、出身地は中国であります。将

来は母国に帰り日本語の先生になられる予定だそう

です。非常に日本語も堪能で母国と日本の掛け橋に

なられるべき素晴らしい奨学生であります。私も今

年度世話クラブとしてカウンセラーを仰せつかりま

したので、多くのふれあいの中で交流を計り、奨学

事業の目的に沿って活動して参りたいと思っており

ます。本日は後ほど奨学金の授与を行います。 

  それから、震災から１年を迎える４月15日（土

曜）に益城町テクノ団地で“命のロータリーキッチ

ンカー”のキックオフを行って参りました。ご来賓

として熊本県副知事・小野泰輔様や地元の永田壮一

ガバナーエレクトも早朝より駆けつけて下さり、華

を添えていただきました。また当クラブは元より第

６グループ（多良木・人吉中央ロータリー・芦北・

水俣）のロータリーの皆さんや宇土や城東クラブの

ロータリアンの皆様、総勢42名の参加をいただき、

大変ありがとうございました。仮設住宅の皆さんに

は大変喜んでいただき、92歳のおばあちゃんが「久

しぶり多くの皆さんと食事をし、そしてお話もで

き、お料理も美味しくて嬉しい」と感激で涙されて

おりました。私もこの事業においてロータリーの公

共イメージのアップと職業奉仕を通しての社会貢献

に少しでもお役に立っているのではないかと大変喜

んでおります。ご協力いただきました会員やご夫人

の方々に心より感謝を申し上げます。 

  最後に、４月18日にイタリアンレストランボーノ

ボーノにおいて、当クラブ会員である人吉アサノ電

機株式会社 代表取締役社長浅野強さんの講演会が

あり、多くのロータリアンや各界・各層の市民の皆

さんが大勢参加されておりました。今注目のものづ

くり功労者熊本県知事大賞受賞をされ、自社製品を

国 歌  「君が代」  

四つのテスト唱和          

Ｒ Ｓ  「それでこそロータリー｣ 
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武器に全国展開を目指す優良企業であります。従業

員140名以上を抱え、オムロンリレーアンドデバイス

のパートナー企業であり、自社製品は熊本県でも認

められ全国展開されております。52歳で73人の従業

員の雇用を守る為に立ち上げた会社であり、いくつ

もの機器を乗り越え、現在に至るこれまでのドラ

マ、また、ふる里人吉球磨への熱い想いを聞くこと

ができ、まさに、職業奉仕の理念と実践そのもので

あると大変興味深く聞かせていただき、感謝申し上

げます。益々のご活躍とご健康をお祈りいたし、本

日の会長の時間を終わります。 

  

    幹事 葉山稔洋 
 

【連絡事項】 

・人吉商工会議所三本専務理事の後任に今村修氏 

  が就任されたとの文書が届いております。 

・2720地区職業奉仕プロジェクト委員会より5月28 

  日グランメッセで開催されます「あなたも起業 

  してみないか！」の講演会に参加要請が届いて 

  おります。  

・次年度地区会員増強セミナーの案内が届いてお 

  りますので井手エレクトにお渡し致します。 

・人吉市みどり推進協議会通常総会案内が届いて 

  おりますので本田会長にお渡し致します。 

・人吉市国際交流協会役員会の案内が届いており 

  ますので本田会長にお渡し致します。  

・「孫の命の為に緊急のお願い」が届いておりま 

  すので回覧致します。  

・15日「命のキッチンカー」のお披露目キックオ 

  フを益城テクノ仮設団地で行いました。人吉RC 

  夫人の会17名と他クラブ総勢43名で奉仕してき 

  ました。    

   

    委員長 内藤靖雄 

 

【60周年実行委員会】  委員長 中川貴夫 

・現在の登録状況 

・次週より例会席を60周年委員会配置にする 
    
【人吉RC奨学基金委員会】 委員長 鳥井正徳 

 ・新年度第３期人吉ＲＣ奨学生 

    人吉高校４名・球磨工業高校２名 

    認定楯授与と第一回奨学金給付式の報告 

 ・第２期奨学生卒業生の報告 

    
                        宮原和広カウンセラー 

  本日初めて例会に参加し

ます人吉ＲＣ世話クラブの

米山奨学生 王さんを紹介し

ます。 

  これから王さんには毎月

１回以上例会へ出席しても

らうことになっておりま

す。また、例会以外にも参加の機会を設けてロー

タリーから色々学んで頂けたらと思います。早く

馴染んでいただけるよう皆様どうぞ宜しくお願い

いたします。 

氏名  王 辰寧（オウ シンネイ） 

国籍  中国    

大学.専攻  熊本大学  社会科学  人間･社会科学 

課程  博士3年 

奨学金期間 2017.4.1～2018.3.31（1年間） 
 
              人吉ＲＣ 米山奨学生   王 辰寧 

  皆様はじめまして、王辰寧と申します。 

中国遼寧省大連出身です。故郷の大連は日系企業

がたくさんあることから日本と日本語に興味を持

つようになり、中国の大学へ入学後日本語の勉強

を始めました。ずっと日本留学に憧れ、もっと日

本語や日本文化について理解を深めたいと思って

いました。 

  そして夢が叶い、中国の修士課程２年時に熊本

大学の交換留学生として初めて日本へ来ました。

日本の大学の充実した学術環境と熊本の住み易さ

にとても感心しました。学業修了後は中国に帰っ

て大学の日本語教員になりたいです。現在の研究

テーマ、日本語の誤用研究の成果を将来の現場に

活用していきたいです。 

  日本語教育を通して中国の友好の懸け橋になり

たいと思っています。今回は米山奨学生となって

人吉ロータリークラブの皆さんと出会えて光栄で

す。これから一年間どうぞ宜しくお願いいたしま

す。 

 

【母子の健康月間 卓話】                        
 
 本田 菜穂子 （ほんだなほこ） 

 助産師歴２９年 

 熊本市民病院総合周産期母子医療セ

ンター勤務 （外来12年間勤務） 

2003年育児サークルを立上げ支援 

(2004年BFHの認定） 

 地域での母乳育児推進活動 

               （子育て支援センターなど） 

 2013年 IBCLC（国際ﾗｸﾃｰｼｮﾝｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ）認定 

 日本母乳の会会員 

 

        母と子の触れ合いから始まる育児 

    －今、母乳育児を通して伝えたいこと－ 

               IBCLC・助産師 本田 菜穂子 
 
  まず、話の前に少し自己紹介をさせてくださ

会   員   数   62名 本日の出席率 

出 席 免 除  4名  81.03％ 

欠 席 者 数 11名  4 / 7 出 席 率 56.67％ 

出 席 者 数 47名 補 填 数 10名 

免除会員出席者数 0名 修 正 出 席 率 73.33％ 

＊届け出欠席  新堀・友永・大賀・尾上・宮﨑・平田・漆野 

                中村・村山・外山・小林清                     

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 齊藤 

＊メークアップ  

熊本西RC；有村   熊本中央RC；浅野  熊本菊南RC；原田･加登住 

熊本西南RC；新堀   人吉RAC；平田  地区大会；北･堤脩・渡辺 

大口RC；戸髙  

         2017学年度  

          米山奨学生紹介・４月奨学金支給 
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い。私は、熊本市民病院で助産師として勤務してお

りますが、現在は病棟におりますけど、12年ほど外

来での母乳育児支援をしておりました。平成14年に

は病院で育児サークルを立ち上げ、退院後卒乳に至

るまでの母乳育児支援を通じて私自身がたくさん学

ばせていただきました。私達、育児のスタートに関

わる者として母乳育児支援の重要性と責任の重さを

実感させられ、病院内はもちろんですが、地域での

母乳育児推進活動にも力を入れているところです。 

 

  母乳育児のメリット  

・乳児の健やかな成長と発達のために理想的 

  な食物を供給 

・情緒的基盤を形成する 

・乳児を病気から守る 

・出産間隔が空く 

・無駄がなく経済的 

・ママのダイエット効果・癌発症の低下 
 
 もし母乳育児をやめて人工栄養にしたら・・ 

 アレルギー 2～7倍     中耳炎      3倍 

 胃腸炎    3倍         髄膜炎    3.8倍 

 尿路感染症 2.6～5.5倍  1型糖尿病 2.4倍 

 乳幼児突然死症候群 2倍  肺炎     1.7～5倍 

 炎症性腸疾患 1～6.7倍 

 

  世界的な母乳育児推進運動                                          

   母乳育児成功のための10か条 

           （ユニセフ・WHOによる共同声明） 

１．母乳育児の方針を全ての医療に関わって 

    いる人に、常に知らせること 

２．全ての医療従事者に母乳育児をするために 

    必要な知識と技術を教えること 

３．全ての妊婦に母乳育児の良い点とその方法 

    をよく知らせること 

４．母親が分娩後、３０分以内に母乳を飲ませ 

    られるように援助すること 

５．母親に授乳の指導を十分にし、もし、赤 

    ちゃんから離れることがあっても母乳の分 

    泌を維持する方法を教えること 

６．医学的な必要がないのに母乳以外のもの、 

    水分、糖水、人工乳を与えないこと 

７．母子同室にする。赤ちゃんと母親が一日中 

    ２４時間、一緒にいられるようにすること 

８．赤ちゃんが欲しがるときに、欲しがるまま 

    の授乳を進めること 

９．母乳を飲んでいる赤ちゃんにゴムの乳首や 

    おしゃぶりを与えないこと 

10．母乳育児のための支援グループ作りを援助 

    し、退院する母親に、このようなグループ 

    を紹介すること 
 
  熊本の母乳育児の現状 

９割以上の母親が母乳で育てたいと思っている 

１ヶ月健診時の母乳率 約５０％  

 そして、このことも知っておいてください。  

退院後、母乳育児を継続していく中で、お母さん方

を混乱させるさまざまな情報があります。 
  
母乳育児を阻害する情報 

１．沐浴のあとは湯冷ましをあげる 

２．抱きぐせがつくから抱くな 

３．３～４ヶ月になったら離乳準備食が必要 

４．保育園に預けるならミルクに慣れさせた方 

    がいい 

５．薬を飲むならおっぱいはあげない方がいい 

６．おっぱいは虫歯の原因 

７．おっぱいは貧血になる 

８．1歳になったら断乳 

９．1歳になったら、おっぱいは水といっしょ 

10．妊娠したらおっぱいは止めないと流産する 
 
熊本県の児童虐待の現状 （Ｈ２５年） 

虐待を受けた子供の年齢  ０歳児（４３％） 

主たる虐待者      実母 （６４％） 

 

親の虐待のために施設入所している児童数 

               （約４００名） 

社会的母子分離の現状 

【ケース紹介】 

若年妊娠・パートナー？・未妊健・知的レベルやや

低い母親 母親もその両親も育児の意向なし 

自然分娩し、分娩直後から母子同室し母乳育児支援

を行うと母親は、退院後も自分で育てたいと言う

が、両親の猛反対あり児は施設収容され、母子分離

となる。  

１ヶ月健診時・・・ 

母親はまた男性と付き合っている様子との情報あ

り、児は入院中は完全母乳で体重増加も良好であっ

たが、母子分離後はミルク授乳するが哺乳意欲低下

し、体重は減少して病的な状態となっていた。 

 

  スキンシップが大切！ 

《神聖ローマ帝国のﾌﾘｰﾄﾞﾘﾋ２世の恐ろしい実験》 

数十人の赤ちゃんを育てる際、授乳・おむつ交換・

沐浴はするが、「目を合わせない」「笑いかけな

い」「語りかけない」「触れ合わない」 

いわゆるスキンシップをしない愛情をかけない子育

てをした。その結果、1歳になる前に全ての赤ちゃ

んが死んでしまった。 

                     ↓ 

赤ちゃんの健全な成長のためには、スキンシップが

必要！！スキンシップにより、成長ホルモンの分泌

が促される。肌の温もりや優しい語りかけで心が安

らぐと、 

  インシュリン（食欲を刺激する） 

  オキシトシン（愛情ホルモン）   

の分泌が促される 

 

母乳育児に期待するもの 

子どもにとって“母のふところ”は温かく柔らかな

心の充電基地！→母親の母性愛をも育む 

 

おっぱいはいつまで？ 

欲しがるならば、いつまでも・・・ 

断乳…お母さんが日を決めて赤ちゃんをおっぱい 

      から切り離すこと 

卒乳…赤ちゃんが満足し、自信をつけて 

   赤ちゃん自ら自然に離れること 

世界各国で、“自然卒乳”が推奨されています！ 
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授乳期に基本的信頼関係がつくられる 

授乳 （母と子の心と心の温かいふれあい） 

↓ 

抱っこ・・・自分が 愛され 

           認められ 

           守られている 

母と子の信頼関係⇒子供の心の基盤 

                  人を愛し、信頼する心が育つ 

抱き癖がつくから抱くな！⇒サイレントベイビー 

＊赤ちゃんは泣くことでしか自分の欲求を伝えられ

ない 

  

 

 

 

 

 

 

 

『赤ちゃんにやさしい熊本』をめざして・・ 

      育児不安・産後うつ・乳幼児虐待の増加 

                  ↓ 

  母子に寄り添ったエモーショナルな 

       母子支援が重要！ 
 
災害後は、虐待や産後うつが増加する傾向にあると

言われるが、産科施設と地域が一丸となって母乳育

児支援に取り組むことで、熊本の未来を明るく元気

に出来るのではないだろうか？ 

 

【寄付カード】     ニコニコ箱委員長 竹長一幸 

〈ニコニコ箱委員会〉 

・伊久美会員 一年間ではありますが人吉ＲＣの娘 

  になりました。王辰寧さんを歓迎いたします。本 

  田さん本日はありがとうございました。    

・高山会員 米山奨学生の王さん流暢な日本語で感 

  心しました。今後も頑張って下さい。      

・延岡会員 王さん、1年間よろしく!! 本田さん 

  １年越しの卓話ありがとうございました。復興半 

  ばでしょうが頑張っていきましょう。      

・井手会員 米山奨学生の王辰寧さんようこそ人吉 

  RCへ!!一年間宜しくお願い致します。本田様、本 

  日の卓話ありがとうございます。          

・石蔵会員 いまだ大変お忙しい中、卓話にお越し 

  いただき本田様ありがとうございました。  

・水野会員 王さん頑張って下さい。また、本日は 

  ウチの加代子も出席させていただきました。あり 

  がとうございました。                    

・有村会員 米山奨学生の王さんを歓迎します。人 

  吉RC60周年時にはお世話になります。宜しくお願 

  いします。                              

〈Ｒ財団委員会〉 

・武末会員 本田さんの卓話ありがとうございま 

  す。姉ちゃんが私の病院に勤務している関係で熊 

  本地震の時の活躍ぶりは良く聞いていました。今 

  後も健康と歯に注意して頑張って下さい。  

・延岡会員 ニコニコカードと同文         

・水野会員 ニコニコカードと同文         

〈米山記念奨学委員会〉 

・本田会長 本日は本田菜穂子様の卓話誠に有難う 

  ございました。今後共地域の母子支援を宜しくお 

  願い致します。王さん、私も米山カウンセラーに 

  なりましたので仲良くしましょうね。      

・宮原会員 本田さん来訪を歓迎します。王さん今  

  日より一年間宜しくお願いします。        

・有馬会員 本田菜穂子様、本日は貴重なお話有難 

  うございました。同居の娘と共有いたします。モ 

  モちゃんようこそ人吉へ。毎回の来訪を楽しみに 

  しています。                            

・石蔵会員 米山奨学生の王さんいらっしゃい。こ 

  れから学業に頑張って下さい。また私達と一緒に 

  学びましょう。                          

・伊久美会員 ニコニコカードと同文       

・延岡会員 ニコニコカードと同文         

・水野会員 ニコニコカードと同文         

・井手会員 ニコニコカードと同文         

〈人吉ＲＣ奨学基金委員会〉 

・浅野会員 １８日の講演会には多くの会員の皆さ 

  んにお越しいただき有難うございました。深く友 

  情と好意を感じ心強くお話をすることが出来まし 

  た。また、祝詞やお祝いを頂きましたことにお礼 

  申し上げます。                        

・葉山幹事 王辰寧さん、ようこそおいで頂きあり 

  がとうございます。これから宜しくお願いしま 

  す。本田さん1年越しの依頼にお応え頂きありが 

  とうございます。                                                      

・延岡会員 ニコニコカードと同文         

・水野会員 ニコニコカードと同文         

・有馬会員 ニコニコカードと同文         
 
         点 鐘  本田 節 会長 

      心の成長  


