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SONGリーダー湯浅保有美会員、お客様発表小沼百合子会員、にこ
にこ発表黒岩友美会員

会長報告（野呂洋子会長）
• 当クラブの奉仕活動画廊巡りが 10 月20 日午前に行われることにな

りました。
• ９月 24 日（土）新橋演舞場で銀座街興しグループ主宰の舞台が開

演されますが、私の出番が午後 4 時頃の予定ですので、入場ご希
望の会員には無償入場チケットをお渡しいたしますので、事務局ま
でお申出下さい。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• 本日の配布物は、週報とロータリーの友 8 月号です。
• 次回例会は、8 月22 日（月）となります。8 月 8 日（月）と15 日（月）

はクラブ休会となっていますのでご注意下さい。
• 2750 地区のネパール地震支援寄付金が総額 395 万 1291 円に達し

たとの報告がございました。ご協力ありがとうございました。
• 本年度の奉仕活動の画廊巡りが 10 月 20 日（木）午前に開かれま

すので、ご協力よろしくお願い致します。

出席委員会報告（委員長大盛敬子会員）
　本日は当クラブ会員の出席者 24 名で休会者を除いた 43 名に対し
て 54％（小数点以下四捨五入）でした。

うみやまあひだ DVD 報告（司会富田洋平会員）
　プロデューサーからDVD３枚が当クラブに寄贈されましたので、貸出
ご希望の会員は事務局から貸出を受けて下さい（貸出期間１～２週間）

8 月のハッピーバースデイ
　並木咲樹会員（4 日生れ）、井出和世会員（5 日生れ）、吉田しおり
会員（12 日生れ）、前川恵会員（16 日生れ）、落合守征会員（26 日生れ）、
大和田義子会員（30 日生れ）
　（本日出席の井出和世会員が代表してお祝いを受領）

中央大学ローターアクトクラブ挨拶（高野はるか会長）
　こんにちは。15 周年おめでとうございます。こちらのクラブは女性
が多く活躍されており、昨日女性都知事も誕生し、女性活躍時代が
すぐそこに来ております。
　女性として、あれこれ指導いただければ幸いでございます。

• 本日は尊敬する野呂会長のご紹介で卓話をできる
ことを大変光栄に思っております。

• 私の専門は、経営学の人的資源管理論で、主に
働く女性の能力発揮の問題に取り組んでいます。

• 私は、明治大学で広報担当の副学長を務めてい
ますが、おかげさまで明治大学は就職に強い愛さ
れる大学と評価されており、２００７年から入学志
願者１０万人突破を続けています。又、明治大学
は男っぽいイメージがありますが、日本初の女性弁護士の一人（中田正
子弁護士）は明治大学在学中の司法試験合格者で、日本初の女性裁
判官（三淵嘉子、石渡満子）は共に明治大学卒業生です。

• 私が女性として活躍する足掛かりとなったのは、様々な「思い込み」か
らの脱却がポイントになりました。私は慶応大学文学部を卒業し、アナ
ウンサーとしてフジテレビに入社し、ニュースキャスターなどを務めてい
ましたが、結婚退職して専業主婦になり、家庭を大事に生活を続ける
中で、毎日自分は何なんだろうと社会人としてのアイデンティティに悩み
ました。尊敬する専業主婦の自民党総裁の奥様から『海外で「What 
do you do?」と聞かれても、「I’m a house wife.」と答えると会話が途
切れてしまうのが寂しい』とお聞きし、自分にはこれがあるといえるも
のを求めていくべきではないかと思うようになり、大学教員の道を目指
すようになりました。

• 最初は経営学を独学で勉強して大学院に入りMBAを取得し、博士課
程に入り出産休学を経て修了し、1998 年公募で明治大学の専任講師に
採用され、助教授を経て、2009 年から教授となっています。子育てと
研究の両立は難しく、姑に頼んだり廻りの応援を得られるようになって
私の仕事も拡大していきました。

• 2016 年 4 月から女性活躍推進法が施行され、社員 301 人以上の企業
に数値目標を含む行動計画の公表を求めており、1985 年制定の男女雇
用機会均等法及び 1999 年制定の男女共同参画社会基本法などの基本
理念に則り、女性の職業生活における活躍を迅速かつ重点的に推進す
ることを目指しています。これは、安倍政権の最重要政策の一つでもあ
り、マクロレベルでは GDP の拡大に寄与し、メゾレベルでは企業の生
き残りに不可欠であり、個人レベルでは女性が自分らしく生きる土壌を
提供するものです。マッキンゼー社の最新の報告でも、男女格差の解
消は世界経済の成長に重大なインパクトを与えるとし、女性役員が複数
いる企業の経営指標や株式市場の評価も高いと結論付けています。

• しかし、現在大企業の半数、中小企業の 8 割は女性管理職ゼロです。
女性知事として小池東京都知事の誕生が大きく報道されましたが、現
在県知事のうち女性はわずか 4.3％でしかありませんし、大学教員でも
16%しかありません。まだまだ性の格差が解消していない現状は「思い
込み」から発して、制度問題・社会的規範・待機児童問題など様々な
インフラの整備が立ち遅れているからと思われます。女性活躍推進法
では、2020 年までに女性管理職を 3 割とする目標を掲げており、その
実施の答申では各部署に何人女性がいて、その仕事経験・研修歴はど
うか、組織として把握しておくことなどが議論されています。現在の男
性中心社会の昇進の仕組みは上に行くほど不透明となっており、上司の
恣意性も指摘され、女性のロールモデルの不足、組織内の支援者の欠
如が議論されており、3 つのモデル（男性的長時間労働の抑制、専門
職者としての独自性、組織外からの登用）において女性のリードが求め
られています。

• 女性の側からの「思い込み」から家庭内や企業組織内での頑張りを無
駄骨ととらえ、諦めや離職に至るケースが多いのです。女性自身がまず
生き生きと仕事をし、笑顔で仲間と接し、信頼と感謝を勝ち取っていく
ことで新たな自分を発見し、その刺激を受けてさらに進化していくとい
う好循環に自らを投入し、女性だからという思い込みを解消し自分の道
を切り拓く一歩を踏み出していくべきだと思います。人生いつもこれから
がチャレンジ、今が一番若い、女性たちの眠れる潜在能力は何歳になっ
ても開発可能なのですから。 （要約文責　宮下）

女性の輝く社会をつくる！  専業主婦から再出発、
「思い込み」の解消でキャリアを拓く

明治大学　副学長 　牛尾 奈緒美 様

にこにこ合計 20,000 円／今期累計 287,600 円

野呂洋子会長 

辻喜代子幹事 

後藤啓二会員

石原忠始会員 
石川和子会員 

早川和志会員

本日は多くのゲストをお招きうれしく思っています。
これから女性の時代ですね！
二度目の東京オリンピック祭典、都知事さんよろし
くお願いしますよ！！
いつもありがとうございます。
本日理事会で15周年祝賀会収支の御報告をいた
しました。改めまして皆様御協力ありがとうござい
ました。
きのうは3週間ぶりに休みがとれ、体調がいいの
でニコニコします。

出席率 65.12％ （出席者24名＋メーキャップ4名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 631回   2016 年 8 月1日（月）

本日の例会  第 634 回   2016 年 9 月5日（月）

卓話：「江戸の食文化」 
  　時代小説家　　車　浮代 様



クラブ週報編集担当
宮下文夫・小堀彰・落合守征・左明貴子・星田奈々子・吉田しほり

会長報告（野呂洋子会長）
　ロータリーの友８月号４８頁以下には、「２０１６年規定審議会：クラ
ブ運営に大幅な柔軟性」との重要記事があります。
　ロータリーの規定が、入会金・例会回数・例会方法にＥクラブ方式
を取入れることなど重要事項について大幅に改定され、２０１６年７月
１日から有効化と明記されています。
　又、人頭分担金を２５ドルから７５ドルに大幅に値上げする改定も
あり、この点は日本では反対意見もあるようです。
　新規定に則った日本語版新手続要覧は２０１７年１月に発布開始に
なりますので、これから１，２年をかけて会員間でじっくり話し合いを進
めていきたいと考えています。

幹事報告（辻喜代子幹事）
• ９月１５日（木）は東京中央ＲＣと合同で開催されるガバナー公式訪

問の日です。９月１２日（月）は振替休日になりますので、出欠を今
週中に事務局に申告下さい。
•１０月１日（土）は午前９時２０分からオリンピック記念青少年総合

センターで「ロータリーリーダーシップ研究会」による「ＲＬＩ研修」パー
トⅠが開かれますので、奮ってご参加下さい。
• バナー受領：７月２５日（月）に当クラブからバナー交換を致しました 

大阪うつぼＲＣからバナーが届きましたのでボードに展示いたしました。
•「うみやまあひだ」ＤＶＤが３セットクラブに寄贈されています。ゆっ

くり鑑賞するために会員に貸し出しておりますので事務局に申出てご
利用下さい。
米山奨学金の授与

　野呂洋子会長から米山留学生朱芸綺さんへ米山財団の奨学金が
授与されました。

ハンドベルコンサート紹介（東京シティ日本橋 RC 大橋幸雄様）
　２０１６年９月１０日（土）日本橋公会堂ホールで１３時３０分開演のハ
ンドベルコンサートが開かれます。入場無料ですので是非ご参加下さい。

アンケート説明（宮下文夫広報委員長）
　本日配布したアンケートは、改善手配中のホームページの記事にお
いて、どの程度まで各会員が個人情報を開示してよいと考えているか
の各人の自己決定内容をお尋ねするものです。
　今後ホームページでの対外的情報開示を暫定的に６ヵ月間会員毎に
レベルを分けて実施する方針です。

米山功労賞ピンバッヂ授与
　財団から、並木咲樹会員、野呂洋子会長に米山功労賞マルチプル
表彰とピンバッヂ授与がありました。

ポールハリスフェロー賞授与（ロータリー財団）
　小沼百合子会員、野呂洋子会長にポールハリスフェロー賞の金バッ
ヂが授与されました。

奉仕活動報告（清宮普美代委員長）
　８月１３日（土）１４日（日）、育成園サマーキャンプを御殿場ＲＣの
協力も得て実施致しました。子供たち１０人、ロータリアン７人他協力
者若干名参加で、天候の崩れを心配しましたが、無事なんとかキャン
プを成功させたことをご報告致します。

出席率報告（大盛敬子出席率委員長）
　本日は台風で、出席２２名で出席率４８％とご報告致します。

米山財団夏集会の報告（並木咲樹米山財団地区委員）
　地区米山奨学生による夏の大集会が開かれ、総勢１００名の参加
を得て、盛況のうちに終了しました。

　台風上陸のため、残念ながら中止となりました。

• １９７４年朝日新聞入社、サンパウロ・バルセロナ・
ロサンゼルスなどの支局長を歴任し、色々な歴史的
場面に立会ってきました。

• 女性に関わる印象深い取材体験として、１９８９年
１２月のチェコスロバキアでの取材についてお話した
いと思います。ベルリンの壁崩壊に連鎖して、１２月
にはチェコスロバキアのプラハで３０万人の集まる革
命集会が開かれていました。そのうちビル４階の中
央バルコニーに、零下１０度の厳寒のプラハなのにひらひらドレスで出てき
た女性歌手がいきなり歌い出し、右手の手袋を外して指のＶサインを高く掲
げていたのです。その歌手は「マルタ　クビショバ」でした。１９６８年の
民主化運動の弾圧に対し、マルタはビートルズの「ヘイ・ジュード」や「マル
タの祈り」を歌って、共産党政権へ抵抗した国民的歌手としてこの２０年間
有形無形の迫害を受け歌えない日々を過ごしていたのですが、１９８９年
１２月に至るまでコピー取りの仕事をするなどして屈することなく闘っていた
のです。３０万人の聴衆も彼女に応じて右手の手袋を外し素手でＶサイン
を作り、今日から本音だけを喋ることができる社会が始まったことを祝って
いたのでした。

• アメリカのサンフランシスコには、地上２０階建の立派な市立図書館があり
ますが、その建替え秘話をお話しします。１人のおばあさんが「誰でも人生
の糧になる本を捜せるいい図書館を作ろう」と呼びかけ、協力する２０人の
メンバーと共に募金活動をしたところ、最終的に４０億円もの巨額の寄付
が集まったのです。そのおばあさんの身の上話によると、貧しくて、ドメス
ティックバイオレンスの家庭で育って、誕生日もお祝いされず、友達もいない
人生だったところ、結婚に希望を求めたがやはり夫は暴力的で生きても無
駄だと思い自殺を決心してバスタブにお湯を張り手首カットの準備をしても
う一度楽しかったことが一度もないか考え直したところ、親が１冊だけ絵本
を買ってくれたことがあり、このときだけは親が愛してくれたに違いないから
もう一度読み直してから死のうと思って一旦死ぬのを止めました。勤め口を
捜し、新しい夫とやり直してもやっぱりだめで、自殺しようとなり、それを
何回か繰り返して、最後にいい仕事といい男性と出会うことができて、お金
はたいしてないが、やっと幸せな生活を送れるようになったというのです。
その体験からおばあさんは、「誰でもが人生の糧にできる本を捜せる図書館」
を考えたそうです。１９９５年に、ネットアクセスを含めて自由に使えるコン
ピューターが２００台備えてあり、外国人にも３０冊の本を貸してくれ、ホー
ムレスでもＯＫというこの図書館が完成したのです。

• 日本のＮＧＯがフィリピンで行った援助も興味深い話です。ネグロス島の食
糧不足の救済のために募金活動をし、３０００万円を集め、責任者が現地
を調査に行ったところ、病院では「あと１時間で死にます」「あと１日はもち
ます」などという患者が溢れていました。窓の外にはバナナが生り、市場
には食料もあるのに人々は買えないのです。砂糖の国際価格が下がるとプ
ランテーションは１年間作付けを休んでしまいます。働く人々は収入が無く
飢えて死んでいました。人々には自分たちの畑が必要と考えたＮＧＯは、募
金の一部で土地を購入し、農場と学校を協同組合として作ることにしました。
機械の代わりに水牛を買いました。５ヵ年計画の黒字化を３年で達成しまし
た。農場長に選ばれた４０歳で１４０ｃｍしかない「タカタ」という女性は、
父は元日本兵でしたが、この式典の最中突然泣き出して、「自分もやっと人
間になれた」「貧しくて学校に行けなかったが、『農場』が出来て、年３枚
のＴシャツを買い、子供を高校まで行かせ、１日３回食事をすることができ
るようになった」と発言し、日本のＮＧＯに感謝したのでした。

• 日本の「正倉院」の根を捜して、中央アジアへ何度か行きましたが、どこの
国でもナイフ、フォーク、箸を縦に置くのに、日本だけは手前に横に置くこと
に気が付きました。日本文化では、「神」が向こう側に、私がこちら側にいて、
箸がその結界を示し、食事は結界を通じて大自然の恵みをいただくことを示
しているものと解されるからです。 （要約文責宮下）

世界７５ヵ国の取材から

元朝日新聞支局長 　伊藤 千尋 様

にこにこ合計 18,000 円／今期累計 305,600 円

植 田昌 吾 様 
（東京中央ＲＣ）
野呂洋子会長 

辻喜代子幹事 

富田洋平会員

上野由美会員 

清宮普美代会員 

秋葉良子会員 

井出和世会員

早川和志会員

お世話になります。  

３週間ぶりに皆さまのお顔を見にくるのを楽しみにしてきま
した。さみしかったです！！
歳のせいかオリンピックメダル各選手とるたび涙腺がゆる
みました。さあ！　次はパラリンピックですね！
大変久しぶりの例会です。元気一杯で行きます。
サマーキャンプは盛況のようでしたね。皆様お疲れさまでし
た。明日のガーデンパーティー台風どうかしら？
育成園サマーキャンプ天候もオッケー　キャンプファイアー
も出来てとても楽しく子供たちと過ごせました。
皆様お久し振りです。三週間近くお会いしないと淋しいのは
なぜでしょうか！その位仲が良くなれたということでしょう。
８月のお誕生日のバースデイケーキありがとうございました。
きのう、大きな仕事が３つ完了したので、ニコニコします。

出席率 62.79％ （出席者22名＋メーキャップ5名／正会員47名－休会4名）

例会報告  第 633 回   2016 年 8 月29日（月）

例会報告  第 632 回   2016 年 8 月22日（月）


