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NO.8

　皆さん、こんにちは。今年の夏は、例年になく猛暑の
日が続いております。平均年齢が90歳代の高齢者が生
活しています介護老人施設の入居者にはかなりこの猛暑
は堪えるようです。
　9月から、Ｒの例会も外部卓話や会員卓話が本格的
に開始されます。最初の外部卓話は、三島ＲＣの会員で
もある静岡恵明学園の杉村伸二郎さんにお願いしました。
恵明学園は、歴史と伝統があり、全国的にもよく知られ
た社会福祉法人であります。
　また、各月の第2週目は、会員によるリレートークが
開始されます。私が掲げた全員参加のＲ活動です。
　9月は、敬老の日があります。昭和41年に9月15日
が敬老の日として国民の祝日に制定されました。現在で
は第3月曜日。今我が国の平均寿命は、女性が世界第
2位の87.05歳、男性が4位の80.79歳。香港が男女と
も世界第1位となりました。香港は医療がかなり進んでい
るのでしょうか。
　前に天海僧正の長寿の秘訣を話しましたが、今日は、
85歳まで長生きした蘭学者の杉田玄白が長寿の秘訣を
「養生七不可」に残していますので、紹介します。①過ぎ
たことはいつまでも後悔せず、恨みに思うな。②明日の
ことをあれこれ思い煩うな。③酒を飲み過ぎず、食べ過
ぎに注意せよ。④変なものは決して食べるな。⑤病気で
もないのに、やたらと薬を飲むな。⑥元気だからとセッ
クスをやりすぎてはならない。⑦おっくうだからと、体を
動かさないでいるのはよくない。
　また、皆さんもよく知っている北条早雲には、子孫に残
した家訓があり、その中で「何よりも仏神への信仰を重ん
じ、心を素直に穏やかに保ち、正直を旨として、上の人
を敬い、下の者を憐れみ、有るものは有る、無いものは
無いとのありのままの心持ちこそが大切である」と述べて
います。敬老の日を前に、参考にしていただければと思
います。

ビジター  小笠原一夫君（沼津北）

他ＲＣ出席  渡邊（洋）君（8.30沼津北）

欠席者（12名）
道前君、服部君、金子君、北澤君、
髙地君、望月君、森藤君、長橋君、
野際君、能見君、内田君、渡邊
（洋）君
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9月9日（金）
　会員リレートーク
 会　員　　寺田　　鼎君・杉山　哲男君

配偶者誕生日　渡邉　久代様（雅昭君）
結婚記念日　野際　宏行君

9月16日（金）
　会員卓話「最近のマーケット動向と
　資産管理のあり方について」
 会　員　　能見　哲理君

静岡恵明学園の児童福祉
　　　　　　三島ロータリークラブ
 杉村伸二郎様

卓話

石川（三）君…杉村さん、本日はお忙しい中卓話にお越
しいただきありがとうございます。
石渡君、渡邉（雅）君…先日、パナソニックパンサーズ
の選手と会食しました。奥村君ありがとう。全日本の選
手も一緒でした。
奥村君…恒例の第13回パナソニックパンサーズバレー
ボール教室を8/28（日）開催。全日本選抜選手6名も加
わり、過去最高参加者210名で、「来年も」の喜ぶ顔に
やめられません。
積君…杉村さん、卓話楽しみにしています。

１ ．例会変更のお知らせ
　沼津柿田川…9/19（月）は祝日休会
　　　　　　　9/26（月）は夜間例会
　新　富　士…9/6（火）は9/10（土）おきがる無料
 相談所＠ロゼシアター
　　　　　　　9/13（火）は9/14（水）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/20（火）は夜間例会
 観月会＠グリーンホテル
　　　　　　　9/27（火）は特別休会
　　　　　　　10/4（火）は10/2（日）ウォーキング例会
　　　　　　　10/11（火）は特別休会
　　　　　　　10/25（火）はＧ補佐公式訪問
 （夜間：音楽会）
　富　　　士…9/21（水）は夜間例会
　富士山吉原…9/15（木）は9/14（水）Ｇ公式訪問
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
　御　殿　場…9/22（木）は休会
　　　　　　　9/29（木）は例会場変更
　富　士　宮…9/12（月）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/19（月）は9/17（土）夜間例会
 ＠花の湯
　　　　　　　9/26（月）は昼例会に変更 12:30点鐘
　沼　津　西…9/15（木）は9/13（火）
 Ｇ公式訪問・合同例会
　　　　　　　9/22（木）は祝日休会
　富 士 宮 西…9/16（金）は9/14（水）夜間例会
 Ｇ公式訪問・2クラブ合同例会
　　　　　　　9/23（金）は裁量休会
２ ．9/24（土）米山梅吉記念館秋季例祭＠米山梅吉記
念館14:00～
　⇒参加希望の方は事務局までご連絡ください
３ ．米山梅吉記念館館報配布・米山梅吉記念館賛助
会員募集のお知らせ⇒各テーブルに趣意書・ご芳名
表・集金袋を卓上配布しております。賛助会費（お一
人3,000円）ご協力、よろしくお願いいたします
４ ．10/10（月・祝）沼津4ＲＣ対抗ゴルフコンペのご
案内と出欠のお伺い
　⇒参加希望の方は卓上の名簿にご記入ください
５ ．10/28（金）沼津4ＲＣ合同夜間例会のご案内と
出欠のお伺い⇒お知らせをポストイン、出欠提出・
会費納入は受付にて
６ ．「ロータリーの友」9月号　配布
７ ．2015-16森藤年度年次報告書　配布
８ ．11/27（日）Ｒ財団100周年記念シンポジウムの
ご案内⇒詳細は卓上配布、参加希望者は事務局まで

１）静岡恵明学園の沿革
• 恵明学園は、戦後成城学園で戦災孤児を預かること
から始まる。
• 静岡県での最初の施設は、昭和27年児童養護施設
で山中新田の宋閑寺を1年借りる。
• その後、山中城址の現駐車場にバラックの家を建て
10年生活をした。水もなく（雨水を溜めた）食べるも
のも粗末でした。山中の人は、とても親切でした。物
はなかったけれど気持ちは豊かだったと聞いている。
• 昭和37年に谷田（現赤ちゃんセンター）の施設に移
転、鉄筋コンクリートでモダンな建物が建つ。
• 新園舎は気密性が高く、寝汗をかくほどだったため、
風邪をひく職員・子どもがたくさん出た（山中の水が
薬になる）。
• 子どもは、0歳から18歳まで一貫した児童観の中で
育成されなければいけない、という考えから昭和49
年乳児院を開園する。
• 児童の健全育成は、社会の健全育成。社会の健全
育成は、児童の健全育成なり。福祉は教育。
• 昭和53年、芙蓉台の開発に伴い市からの要請で芙
蓉台保育園の開園。
• 創立40周年（平成6年）に赤ちゃんセンター（乳児院
と乳児保育所の複合施設）の始まり。
• 平成7年9月、創設者杉村伸平理事長逝去。
• 平成14年8月、静岡県立がんセンター開院に伴い、
院内保育所たいようの子保育園開園。
• 創立50周年記念事業で平成15年恵明コスモスの丘
（保育園・児童センター）開所。
• 創立60周年記念事業で平成24年恵明キッズサクラ
ビレッジ、平成25年恵明キッズローズビレッジ開園。
• 平成24年7月杉村茂登子理事長逝去。

２）これからの静岡恵明学園
• 社会的養護が必要な子どもたち（乳児院・児童養護
施設）は、より家庭的な環境で養育していく。
• 保育園に関しては、複数の園の良いところを園児が
共有できるように協力する。スケールメリットを活かす。
• 各拠点は、子どもたちを点で支えるのではなく市町を
超えて、面で支えていきたい。
• 社会が、子育ては尊いことであることの再認識をする。
啓蒙活動。

３）六次産業化
• 福祉・医療・農業…各業界と連携しながら共存をし
ていくことが必要だと思います。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから

Ⅰ　真実か　どうか
Ⅱ　みんなに公平か
Ⅲ　好意と友情を深めるか
Ⅳ　みんなのためになるか　どうか
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