
 

  

 
 

皆様、こんにちは。 

 ウクライナ問題は未だ解決の糸口が見ら

れません。相次ぐ経済制裁から行き詰まっ

ているロシアは原油まで輸出禁止にすれば

『1バレル＝ 300 ドルまで高騰する』と牽制

しています。様々な情報が錯綜する中でど

うやら嘘の情報もかなり飛び交っているよ

うです。プーチン大統領の思惑は何なのか、何を信じれば良いのか分からな

いというのがこういった有事の時だと思います。 

 そこで本日はクリミア半島と統計学という題名で、有事があったからこ

そ発展した学問のお話をしたいと思います。混乱の中、何が真実かを見極め

てどうやって行動して来たのか、少し歴史を紐解いて行きます。2014 年に

ロシアに併合されたクリミア半島ですが 1853 年に勃発したクリミア戦争

で活躍したのが皆さまもご存知のフローレンスナイチンゲールです。ナイ

チンゲールが戦地に来た事で当時42％だった入院患者の死亡率が僅か3ヶ

月で 5％まで改善しています。 

この功績から戦場の天使とかクリミアの天使などと呼ばれて戦争で人々を

救った人、或いは献身的な人というイメージが強いと思うのですが実は優

秀な統計学者だったのです。死亡率の劇的な改善はこの統計的な思考が

あったからこそでした。38 人のシスターと看護師を連れて戦地に赴いたナ

イチンゲールは負傷兵が床にそのまま寝かせられていたり病院内の衛生環

境が最悪だった現実を目の当たりにします。42％、約 2人に 1人が亡くなる

死亡率ですが負傷した傷から亡くなるよりも劣悪な衛生環境から感染症を

起こして亡くなる事の方が多いという事をナイチンゲールは見極めます。

そこで陸軍と軍医に環境の改善を訴えましたがエグい程の女性蔑視の時代

です、まったく聞き入れてもらえません。 

そこでナイチンゲール達はトイレ清掃から始めます。当然清掃員などいる

時代でも場所でもありません。その次に衣服などの洗濯も始めました。そう

する事で患者さん達は清潔な衣服を着られるようになりました。ここから

入院患者達の死亡率が劇的に改善して行きました。こういった改善の努力

がやっと上層部にも認められ徐々に病院の経営にも関われるようになった

のです。今でこそ常識になっているのですが病院での死者は大多数が負傷

ではなくて病院内の不衛生によるものである事がこの時のナイチンゲール

達の活動で分かりました。そもそも死因別の記録すら取っていなかったの

が当時でしたが、これをきっかけに病院毎に記録をする基準が設けられて

現代まで医療現場で生かされる事になります。このようなナイチンゲール

が示した重要な事実というのは後に看護理論としてまとめられて現在の看

護師が必ず学ぶものになりました。更にナイチンゲールはこの理論をヴィ

クトリア女王に分かり易く説明する為にグラフとかレーダーチャートを生
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 み出したのです。今では当たり前にエクセルでチャ

チャッと作れますけどその元祖が今から約 170 年前に

ナイチンゲールが既に作っていたのです。 

という事でウクライナ情勢が緊迫した背景にある歴史

的な出来事の一つであるクリミア戦争とその時に活躍

したナイチンゲールがどのようにして当時の入院患者

の死亡率を劇的に改善したのかというお話しでした。

こういった有事の時には色々な情報が出回ってしまっ

て何を信じたら良いのか分からないといった状態にな

りますよね。コロナが流行り始めた2年前も同じような

状況になっていたかと思います。『分からない事への恐

怖』が不安の基であり元凶なのです。 

日本全体の感染率、埼玉県、或いは近隣での情報などを

基にこういった統計的な観点を忘れずに冷静な行動を

心掛ける事が肝要かと思います。『備えあれば憂いな

し』日頃から皆様もこうした統計的な視点を、経営の武

器として役立ていると思いましたので、今日は敢えて

お話しさせて頂きました。 

 さて本日は飯渕増強担当理事より同好会についての

卓話をいただきます。同好会の魅力、その楽しさなどを

お話し頂き皆様のロータリーライフに役立てて頂きた

いと思います。それでは皆様、本日も 1日、宜しくお願

い致します。 
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1. 地区事務所より、「コロナ禍の例会運営につい

て、原稿依頼」が届

きました。 

 期限 ３月末日(木) 

までに300字程度と写

真など 

2. 地 区 事 務 所 よ り、

ウィルス添付型メールが出回っているので、注意

喚起の連絡が届きました。 

3. 日本事務局より3月のロータリーレートが1ドル116

円の通知が参りました。 

4. 第4G三枝和男ガバナー補佐より、「第9回会長・幹

事会の案内」が届きました。 

 ・日時 4月8日(金) PM6:00～   

 ・場所 東晶大飯店 大宮店 

5. 地区公共イメージより「未来の扉まっチャンネ

ル」第9号がQRコード付きで送られて参りました。

希望者にはメール又は、FAX致しますので、事務局

へお知らせ下さい。 

6. 財団ニュース3月号が届きました。 

7. 本日、地区より「次年度会長エレクトセミナーが

ZOOM開催に変更になった」との連絡が有りまし

た。詳細は、加藤哲男会長エレクトに転送致しま

した。 
 

 

 

◆小宮 勇 会報･広報委員長 

『ロータリの友 ３月号のご紹介』 

 皆様こんにちは ３月号 第2770地区   

○縦16ページ 友愛の広場 オンライン式典でも気分

は台湾（幸手ＲＣ）、台湾桃園ＲＣ 創立記念日。 

姉妹クラブを提携してい

る幸手ＲＣではオンライ

ンにて式典を開催しまし

た。 

次回は合同例会を開催し

たいと思っています。  

○縦23ページ ロータリーアットワーク 特別養護老

人ホームに車椅子寄贈 （埼玉ゆずＲＣ）  

施設利用者が車椅子の有意義に使用されている姿を見

て社会奉仕活動への意欲も涌き上がってきました。 

○縦27ページ ロータリーアットワーク 地域の小学

校で道徳卓話 （幸手RC） 

幸手市立幸手小学校高学年５～６年生児童約100名参

加 ロータリークラブの紹介や奉仕って何…？ ボラ

ンティアって、ポリオの根絶についてパワーポイント

にて判りやすく説明を行い、未来に明るい希望がいた

しました。 

 

 
 

◆飯渕昭二ワイン同好会会長 

 ワイン同好会について

ご報告申し上げます。3

月3日に第2回ワイン同好

会を開催いたしました。

出席者は岩槻東RCより6

名、さいたま中央RC、八

潮みらいRC、春日部西RCよりそれぞれ1名、他に準会

員の菊池会員の奥様、阿津沢会員のご友人金子理恵

様、ワイン商社ピーロートジャパン大宮支店長永島

様、私の嫁の友人 藤本様KDDIにお勤めです。それと

私の嫁、総勢14人で行うことができました。また、今

回よりIT委員会京野会員のご協力をいただきZOOM配信

幹事報告 増渕 明幹事 

本日のテーマ 会員卓話 
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も併せて行うことができました。 

ZOOMでは春日部の小池夏代様が参加していただきまし

た。14名ご参加のうちワインを飲まずに食事のみで参

加なされた方が4名いらっしゃいましたが空瓶を数え

るとなんと10本になっておりました。（よく飲みまし

た一人当たり1本飲んだ計算です）また食事の面で

は、私事ですが嫁が起業いたしまして営業品目の中に

パーティーイベント業があ

り、今回食事の部分につき担

当させていただきました。大

変楽しく過ごすことができ、

あっという間の3時間半でし

た。18時開始、終了は21時30

分でした。会を重ねていくた

めにいろいろな反省点も出て

きました。「会費を事前に設定してはどうか」「会費

目標額を1万円以内にしてはどうか」「金額はともか

くじっくり良いワインを味わいながら楽しみたい」

「ワインの種類にもっとバラエティーを」「ZOOMの音
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  声が聞こえにくかった」「ZOOM参加の方の声が聞き取

りにくい」「アウトドア同好会と合同開催して屋外で

飲もう」「開催の連絡方法を工夫する必要があるので

は」等々です。 

本来の目的である退会防止については、より多くの

ロータリアンの方の参加をお願いしてコミュニティー

作りを進めていきたいと考えています。また準会員を

増やしロータリアンと心を通わせロータリークラブを

知っていただき、そして共鳴し、いつの日かともに活

動ができるようになっていただきたいと願っていま

す。これらの目標のために同好会活動を活発化させて

「ストップザ退会」「いつの日かともにロータリア

ン」で活動していきたいと考えています。皆様のご協

力をお願い申し上げます。ご意見ご要望が有れば何な

りとお聞かせください。 

 

◆橋本かほるアウトドア同好会会長 

 アウトドア同好会の橋

本です。今回は今まで私

が歩いた山々の中で無理

なく楽しく歩ける低山を

ご紹介致します。 

3 つございます。一つ目

が奥武蔵、二つは奥多摩です。特に駅から直ぐ歩き始め

ることが出来るので気楽に行けます。 

○一つ目の埼玉県の日和田山へは西武池袋線の高麗

駅がスタート地点です。山道の途中には岩が露出して

いたり、富士山やスカイツリー展望が開けたり…と、低

山ながら変化が楽しめます。春は桜や菜の花がきれい

です。 

○二つ目は奥多摩の高水三山です。JR 軍畑駅から約

4 時間の歩行で、高水山、岩茸石山、惣岳山の 3頂を楽

しめるコースです。 

〇三つ目はやはり奥多摩の鳩ノ巣渓谷です。鳩ノ巣

駅からすぐです。多摩川の清流と様々な形の岩が美し

い渓流を作り出しています。 

夏場は新緑、秋は紅葉が絶景です。 

〇そろそろ桜の季節なので日和田山に皆でウォーキ

ングがよろしいかも知れません。副委員長の増渕会員

と相談し、お知らせ致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

2/8 
免除3名 

24 
(3) 

16 
(1) 6 0 71.43% 

1/25修正 

免除3名 
24 
(3) 

16 
(2) 7 0 66.67% 
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