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屋台があり、太鼓のショーがあり、フォークソン
グありで、お祭りのようで政治的な立場を抜きに
しても地域の人々の活性化とコミニュケーション
の場として大変役立つ良い事だと思いました。ロ
ータリーの会員は様々な政治的見解を持つ個人
で、国際ロータリーは、政治主題に関していかな
る団体活動、或いは団体としての意見の表明も行
わないものとする。ただし、ロータリーの健全な
発展の為には、言論の自由と結社の自由が不可欠
であり、RIは、中立的な立場を保持し、特定の
事柄に関して、自らの立場について公式の声明を
発表しない。これがRIの見解であります。そして、
ロータリーが平和と人道的献身を最大限に示すこ
とが出来るのは、組織体による表明ではなく、個々
のロータリークラブによる奉仕活動を通じてであ
る。とあります。いずれにしても、ふるさと銚子
を官民一体となって住みよい地域にしてゆきたい
ものです。
7月26日には私と宮内幹事、田中英子増強委員

長と3人で、東京海上日動火災銚子支社の石川さ
んの後継会員予定者で、灰谷充史支社長の所に伺
ってきました。最近までインド支社に居たそうで
す、場所はスリランカの向かい側のところです。

皆さんこんにちは。
7月27日㈯ 石毛くに
ゆき県議会議員後援会
の主催するバーベキュ
ー大会に御邪魔してき
ました。当日の朝、銚
子西部地区では雷付き
の大雨で心配されまし
たが午後は涼しくよい天候に恵まれて、銚子マリ
ーナに国会議員、県議会議員、市議会議員、銚子
市長はじめ約2000名の大勢の人が集まりました。

今週のプログラム

ベテラン会員より学ぶ
「私にとってのロータリー」
　　　桜　井　広　和　会員
　　　岡　根　　　清　会員
前回の例会報告（7月31日）

点鐘：宮　内　　榮　会長

ロータリーソング：四つのテスト

第2769号（2013年8月7日発行）

会長挨拶会長挨拶



̶ 2 ̶

詳細は卓話で御願いいたしましょう。若い好青年
で例会出席は、9月になる予定です。皆さん楽し
みにしてください。宮内幹事、田中英子増強委員
長、ご苦労様でした。
ロータリー希望の風奨学金プログラム現況報告
です。東日本大震災時に皆様からお預かりした義
援金を持ち寄り、10地区合同プログラムとして
2011年11月に立ち上げた（ロータリー希望の風
奨学金）プログラムは順調に推移して、完全に軌
道に乗せることが出来ました。このたびロータリ
ーの友8月号にプログラム第2回目の現況報告が
4ページにわたって掲載されております。横組み
のP26～ P29です、是非一読を御願いいたします。
震災後、被災地を支援しようという皆様のお気持
ちがこのプログラムに結実して、遺児たちの進学
環境支援として有効に使われていることが報告さ
れております。毎月、月初めに募金箱により皆様
から戴いている銚子クラブの義援金の送付は年度
末に一括してロータリー東日本大震災青少年支援
連絡協議会に送金する予定です。被災地には自分
の力ではどうにもならない若い学生たちが大勢い
ます。皆さんも折に触れて、東日本大震災被災地
のことを思い出してください。

両RC合同スポーツ大会のご案内

日時　8月21㈬　集合6時00分　試合開始6時15分
場所　銚子エースレーン（前宿町496  ☎22 - 8251）
会費　5,000円（プレー費を含む）
《懇親会》　場所　甚作（前宿町297  ☎22-9871）
　　　　　時間　7時30分頃～

第39回関東近県中学生選抜野球大会

日時　8月17日㈯、18日㈰
会場　銚子市野球場
開会式　17日㈯午前8時
閉会式　18日㈰午後4時（予定）

週報拝受 … 波崎RC
活動計画書拝受 … 柏RC
　1. ロータリーの友アンケートのお願い
　2. 8月ロータリーレート　1ドル=100円
　3. 2015‒2016年度ガバナー候補者推薦のお願い
　4. ガバナー月信報告用URLのお知らせ
　5. 2012‒2013年度直前G事務所閉鎖のご案内

以上、ガバナー事務所
　6. ロータリーの友手引書拝受
　　　 .........  一般社団法人ロータリーの友事務所
　7. 第61回銚子市小中学校児童生徒・教職員科

学作品展に係る特別賞交付の依頼について
　　　 ....................................  銚子市立船木小学校

幹事報告幹事報告

委員会報告委員会報告

お客様お客様

銚子市教育委員会
スポーツ振興課
課長　石橋多加士　様

銚子東RC
澤田武男　様

親睦活動委員会
佐 藤 直 子 委員長

青少年委員会
高 瀬 幸 雄 委員長
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　8. 赤十字活動資金へのご協力のお願い
　　　 ............................  日本赤十字社千葉県支部
【例会変更】
成田空港南RC
　　 … 8月15日㈭定款第6条により休会
 　　 8月22日㈭夜間移動例会、納涼会
旭RC
　　 … 8月9日㈮定款第6条第1節Cにより休会
　　 　 8月30日㈮夜間移動例会、黄鶴
佐原香取RC
　　 … 8月5日㈪→8月3日㈯夜間移動例会
　　 　 8月12日㈪定款第6条により休会
銚子東RC
　　 … 8月13日㈫定款第6条第1節により休会
鹿島臨海RC
　　 … 8月16日㈮定款第6条第1節により休会
 　　 8月23日㈮夜間移動例会

✌ 飯森　美千代　様 ✌
　市制施行80周年記念第九演奏会に参加を決意。
本番の舞台に立てますように!
✌ 杉山　俊明　会員 ✌
　先週、得居パストガバナーよりお礼の電話があ
りました。13年ぶりに地区の会員減少が止まり16
名増で年度が終ったとの事。昨年度担当委員長と
してはうれしいかぎりです。
✌ 白濱　龍興　会員 ✌
　無事卓話を終えることができました。ありがと
うございました。
✌ 大里　忠弘　会員 ✌
　先日行われました両クラブゴルフ、パートナー
に恵まれ優勝できました。ハンディ 9となってし
まい、二度と上位には顔を出せませんが、次回ハ
ンディ改定まで今回の喜びを糧に、けなげに頑張
っていきたいと思います。
✌ 丸山　泰典　会員（大ニコニコ） ✌
　7月25日、RCゴルフ会に参加させていただき、
なんと、NET57、15アンダーで準優勝する事が
できました。ありがとうございました。

★☆★☆ 誕生日おめでとうございます ☆★☆★

★☆★☆ 結婚記念日おめでとうございます ☆★☆★

越　川　信　一　会員（7月31日）

市では、今年度から始まる
「銚子市男女共同参画計画（第
2次）」を策定しました。基本理念は「女性も男性
も、一人ひとりが尊重され、その個性と能力を発
揮できる社会の形成」です。
男女共同参画の視点で住みよい社会づくりを目

指すもので、施策の内容は多岐にわたります。
市がこの計画を策定する根拠となるのが、「男

女共同参画社会基本法」という法律です。平成11
年に施行され、各自治体の責務として、計画を策
定し、施策を実施することとなっています。
国は、この法律の前文に、「男女共同参画社会

の実現を21世紀のわが国社会を決定する最重要
課題と位置付ける」と非常に強い書き方をしたの
ですが、その歩みは誠に緩やかと言わざるを得な
いという状況です。日本のジェンダーギャップ指
数が135か国中101位であり、先進国中では最下
位という大変不名誉な結果であったというニュー
スも記憶に新しいのではないかと思います。
このような状況の中、安倍政権は「女性の活躍

卓　話卓　話

記念日記念日

ニコニコBOXニコニコBOX

『男女共同参画社会について』

銚子市役所地域協働課
飯森　美千代　様

島　田　洋二郎　会員
（7月30日）
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促進」を成長戦略の中核に据え、党の役員に女性
を起用したり、役員・管理職への積極的な女性登
用について経済界に要請したりしています。
男女共同参画というと多くの方が、「それは女
性のためのもの」と感じるかもしれませんが、男
性にとっても重要な問題だと思います。
私は、実際に同僚の男性職員が、男性であるが
故に差別的な扱いを受けたり、また職場風土の問
題で育児休業等の取得をあきらめたりしたケース
に遭遇してきました。また、非婚化が進んでいま
すが、結婚に際しても男性は経済力を求められ、
つらい思いをしていると感じます。「男性だから
強くなくては」とか「こうあるべき」という意識が、
個人にとっても、社会全体にとっても重荷になっ
ている場合があるのではないでしょうか。
「男は仕事・女は家庭」等のように性別を理由と
して役割を固定的に分ける考え方のことを「固定
的性別役割分担意識」と呼んでいます。女性が「固
定的性別役割分担意識」によって社会進出を阻ま
れてきた、ということはよく言われていますが、
男性も「男は仕事」「男は強くなければならない」
など、性別による役割の固定化を受けてきたと言
えます。男性に対する「固定的性別役割分担意識」
を解消できれば、男性がより暮らしやすくなる社
会を築いていけるのではないでしょうか。

市では、平成14年
に男女共同参画施策に
取り組み始めました。
11年間、啓発事業を
中心に取り組んできま
したが、市民意識調査
の結果を見ると、そう

大きく市民の意識は変化していません。
「社会で男性が優遇されている」と感じる人の割
合は65%となっております。女性は育児や介護
への負担感が大きく、仕事と家事の両立を難しく
感じており、市へ期待する施策は「職場における
男女格差の是正や女性の労働条件の改善」と「高齢
者・障害者の介護制度の充実」がトップ、次いで

「育児・介護休業制度の普及促進」「育児･保育事
業の充実」となっています。
意識の変革をもたらす、ということは一朝一夕

に成し遂げられるものではありませんが、目に見
えた成果を出すのが非常に難しい仕事であり、
日々悪戦苦闘しております。
私たちのめざす男女共同参画社会とは、男性だ

から、女性だから、ということではなく、ともに
その人権を尊重しつつ責任を分かち合い、個性と
能力を発揮することができる社会です。この考え
は、ロータリーの行動指針である「4つのテスト」
とも通じるものではないでしょうか。

【出席報告】
会員総数　43名　出席計算　41名
　出　席：32名　欠席9名　出席率78.05%
　欠　席：青野君・有村君・神宮寺君・栢尾君・
　　　　　越川君・丸山君・宮﨑君・大里君・
　　　　　坂本君
【M U】
7/30 銚子東RC　大里君
【ニコニコ】

次週8月14日は休会です
次回のプログラム（8月21日）
ガバナー補佐訪問「電子部品（水晶）について」
第7分区ガバナー補佐　椎　名　正　良　様

「パラオ視察について」
高　橋　宏　資　国際奉仕委員長
　　お弁当：あぐり（幕の内）

ニ コ ニ コBOX ￥25,000 計 ￥119,000

スモールコイン ￥ 3,040 計 ￥ 10,890

米 山 B O X ― 計 ￥  6,000

希 望 の 風 ― 計 ￥ 25,800

編　集　後　記
皆様のお近く、ご自身・ご家族のことなど、会報
に掲載させて頂ける事がありましたらお知らせく
ださい（4面掲載）。取材に伺います。

広報・会報委員会


