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第 1587 回
卓

話

例会

平成 27 年 8 月 31 日

「会員増強及び拡大について」
瀧川会員

今週の歌 「四つのテスト」
先週内容

青木会長

会長挨拶

残暑お見舞い申し上げます。
本日の卓話は、矢倉会員です。後ほどよ
ろしくお願い致します。
今年の卓話のテーマ「健康」についてお
話しします。
ありがとうございました。
荻田幹事

幹事報告

基本的教育と識字率向上月間
次週 第1588回 例会予告
卓

話

秋の移動例会

平成27年9月7日

もみぢ屋京都

高雄

（本日の原稿をお渡し下さい）

◦地区大会の登録について
今年度地区大会の案内が届いています。
参加申込書にご記入の上、受付へご提出
下さい。
◦次週、8 月 31 日は例会終了後、理事会
を開催します。理事の皆様は、ご参加下
さい。
◦今週金曜日、8 月 28 日はクラブ奉仕担
当の炉辺談話です。皆様、是非、ご参加
下さい。
ゲスト

親睦委員会

新入会員夫人
大阪リバーサイドＲＣ

出席報告

木下委員長

近藤 千鶴 様
冨 道雄 様

山岡委員長

●会

員

数 48名

●出席会員数 43名

●来

客

２名

●本日の出席率 93.18％

●７月27日の出席率（メーキャップを含む）100％

社会奉仕委員会

榎原委員長

◦今年度最初の献血を 8 月 28 日 ( 金 ) に
実施致します。会場はビケンテクノさん
です。10 時〜 16 時まで行いますので皆
様のご協力よろしくお願い致します。
◦大阪府無事故無違反チャレンジコンテ
スト参加案内
今年も無事故無違反チャレンジコンテス
トに参加致します。コンテスト期間は 10
月 1 日より半年間です。参加申し込みの
受付表を回覧させて頂きますますので多
くのご参加よろしくお願い致します。前
回無事故無違反を達成された方は今年も
継続できるように、違反をされた方は今
年は違反しないようにチャレンジして頂
きたいと思います。印鑑が必要なのでお
忘れなくお願いします！

ロータリー財団委員会
木田国際奉仕委員長

本日小林哲パスト会長・紙谷会員・阿部
会員・木下会員より特別寄付を頂きまし
た。
ご協力ありがとうございました。
新入会員の紹介

瀧川パスト会長

本日、新入会員として、近藤亘会員をお
迎えすることができました。
私とはゴルフを介して知りあい、知人と
して交遊を続けていましたが、今回ロー
タリークラブにご入会をいただきました。
よろしくお願い申し上げます。
・入会式 近藤亘会員、千鶴様

◦盛岡西 RC より岩手日報と東海新報の贈
呈式の新聞掲載の新聞を送っていただき
ました。回覧しますのでご覧ください。

クラブ奉仕

親睦活動委員会
木下親睦委員長

8 月 28 日 ( 金 )18:00~ 雅屋で 2015-2016
第１回炉辺談話を行います。
23 名出席予定です。よろしくお願いしま
す。

米山記念奨学会委員会

宮川副委員長

本日、堀会員、山岡会員より、特別寄付
をいただきました。
ご協力ありがとうございました。

入会のご挨拶

近藤会員
ご紹介いただきました近藤です。会社は
父が創業し約 38 年、私は 2 代目で業種は
産業機器のお客様に電子部品・電気機器
の販売をしている商社です。
今回の入会に際し、2 週間前にゲストとし
て参加させていただきました。そ の 後、
自分なりにロータリークラブのことにつ
いても調べてみましたが、正直なところ
おぼろげながらにしか理解出来ておりま
せん。ただ、各業種で日々お仕事をがん
ばっておられ、その中でも特に選ばれた

方の集まりであることを感じました。
今回、入会のご承認をいただき、多様な
業種の方と会話が出来るチャンスを与え
ていただいた事を大変感謝しております。
今後は、クラブのシンボルマークである
歯車の一つとして、皆様と一緒に活動が
出来ればと考えております。今後とも、
何卒よろしくお願い致します。

ゴルフ同好会

橋本芳信会員

10 月 28 日にアートレイクゴルフ倶楽部
において、第 2 回吹田 5 クラブ親睦交流
ゴルフコンペが開催されます。ぜひご参
加ください。

大藤ＳＡＡ
◆橋本幸治会員：

近藤さん入会おめでとうございます。

◆大藤辰広会員：
欠席が多く申し訳ありません。
◆青木建雄会員：
近藤亘様のご入会を祝して。
◆瀧川紀征会員：
近藤会員の入会を祝して。
◆宮川藤一郎会員：
世界陸上 100ｍ女子で福島千里選手が
準決勝に進出しました。
◆鈴木基弘会員 ：チョクチョク欠席の
お詫び。
：誕生日のお祝いをいただき感謝
◆小林哲会員 ：明日から一週間タイへ
出張です。バンダンの犯人をつかまえ
てきます。
◆木下基司会員：すっかりニコニコを

するのを忘れておりました。ごめんな
さい。
◆堀 豊 会員 ：雅屋の休業についてご
心配をおかけしております。28 日の炉
辺談話は大丈夫です。早朝の再開に向
け頑張ります！
◆萩田倫也会員：近藤亘様ご入会おめ
でとうございます。
本日までのニコニコ箱 206,000 円
本日のニコニコ箱
33,000 円
累計のニコニコ箱
239,000 円

「男女共同参画について」
矢倉会員

1. 男女共同参画社会基本法，1999 年施行
男女共同参画社会とは、「男女が、社会の
対等な構成員として、自らの意思によっ
て社会のあらゆる分野における活動に参
画する機会が確保され、もって男女が均
等に政治的、経済的、社会的及び文化的
利益を享受することができ、かつ、共に
責任を担うべき社会」
①男女の人権の尊重
②家庭生活における活動と他の活動の両立
③政策立案決定課程への参画
今年度中に，第 4 次男女共同参画推進基
本計画を策定。
＜政府目標＞
2020 年に指導的地位に女性が占める割合
を 30％に。

応援のメガフォン首に秋暑し

説明といふは難し秋暑し

ときよし

あきら

みかよ

～クラブ俳句同好会～

所在地は鈴虫が鳴く家と言ひ

山牛

第三百三十四回句会
兼題 「残暑」「鈴虫」及び当季雑詠

鈴虫に水吹き掛けて励ましぬ

【 今後の予定と兼題 】
第３３５回句会 平成二七年九月十四日
兼題 「台風」「松手入れ」 出句は七句

2. 第２次安倍内閣（2012 年 12 月発足）
の取組
ウーマノミクスはアベノミクスの中核
・
「いまだに活用されていない資源の最た
るものが女性の力。女性の活躍なくして，
日本の成長は望めない。」として，女性の
活躍推進を重要戦略に掲げた。
・2020 年 30％の政府目標達成に向けて，
全上場企業において，積極的に役員・管
理職に女性を登用するよう，経済界に要
請。
・「女性活躍推進法」案が今国会で成立予
定。
3. 日本の現状
・Ｍ字カーブが残り，女性人材の育成・活
用が十分ではない。
出産により 6 割が離職（特に非正規），30
歳代で労働人口低下
・男性の長時間労働のために，子育て・家
事・介護が女性の負担になっている。
・
「340 万人を超える女性の潜在労働力（就
業希望者）の就労により，労働力が 5％増
加し，約 7 兆円，GDP 比で約 1.5％の新
たな付加価値が創造される」と試算され
ている。
・管理職に占める女性割合が低い。
4. 国際比較
・ジェンダー・ギャップ指数，2014 年先
進国 136 か国中 104 位
男女の格差を指数化して各国を順位付け
しており、上位ほど男女の格差が少ない。
1 位は 6 年連続アイスランドで、北欧の

国が続く。
アジアの中で 1 位はフィリピンで 9 位。
・管理職比率，日本 1 割。欧米は 3 〜 4 割。
・役員比率，日本 3％，EU 平均 2 割超。
・欧州では，クオータ制（割当制）を導入し，
スペイン，フランス等が上場企業の取締
役に占める男女の比率をそれぞれ 40% 以
上とする数値目標を採用。
5. 女性役員の登用の意義
女性は人口の半分，労働力人口の 4 割を
しめている。
①女性活躍推進の象徴であり，若手のロー
ルモデルとして希望を示し，会社に定着
させる。
②ボードダイバーシティ（多様性）を実
現し，コーポレート・ガバナンスを強化
する。
③女性役員比率が高いほど業績がいい。
・機関投資家は女性役員比率をチェックし
ている。
6. 弁護士会の取組
・政府からの要請で，女性役員候補者名簿
の作成

