rt
po
e
R

ly ROTARYCLUB OF YOKOHAMA-KONAN-DISTRICT 2590R.I
ek
e
W
国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
奉仕しよう

みんなの⼈⽣を豊かにするために

（２０２１〜２０２２年度

国際ロータリーのテーマ）

◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」

045（848）1111

◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号 TEL045（846）5111・FAX045（846）5129
◎会⻑／⼤井 和⼦ ◎副会⻑／根本 雄⼀ ◎幹事／髙栁 良作 ◎会報委員⻑／坂巻 照代

第 2232 号
横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 4 月 27 日（水） 第 2476 回例会報告
◎司 会
淺井英明委員
◎ロータリーソング
「四つのテスト」
◎ソングリーダー
ＣＤで行う
◎ゲスト
米山留学生 チョ ソヨンさん
◎ビジター セブポートセンターＲＣ 小池雅生様
◎出席報告
山根健輔委員
会員数

出席者数

26(2)名

17(1)名

（

出席率 前回
修正率
65.4％
―

前月
平均率
77.9％

）内は出席免除会員

◎会長報告
大井和子会長
皆様、こんにちは。４月も終わりですが、春らし
い陽気の日は何日あったのかと思うほどです。
ゴールデンウィークに突入寸前ですが、充実し
た休暇をお過ごしください。
コロナ禍でストップしていた留学生の受け入れ
が再開されました。当クラブでも本日、初の顔合
わせとなるソヨンさんをお招きしています。２年間、
どうぞよろしくお願いします。
私の会長の任期があと２カ月となりました。振
り返ってみると、ぼーっとしていたのではないか
という反省の念が沸き上がってきます。クラブに
どれほど貢献できたのかという視点で考えると、
できたことはまだあったはずだと思います。コロ

ナ禍をできなかった言い訳にするのは嫌だなと
思います。ですから、残り２カ月で佐々部会長エ
レクト、高柳会長ノミニーにつながる提案をした
いと考えています。ぜひ、一緒に考えていただけ
れば、ありがたく思います。
◎幹事報告
欠席です。

高栁良作幹事

◎委員会報告
①親睦委員会
松村壮一郎委員長
最終夜間例会について
日時：２０２２年６月１５日（水）１８：３０〜
会場：北京飯店 会費：なし
②セブポートセンターRC

小池雅生様

インダクション
日時：２０２２年７月１１日（月）１９：３０〜
会場：セブカントリークラブにて
※フィリピンも日本もホテルでの隔離期間はあり
ません。

◎イニシエーションスピーチ

大井和子会長

「ロータリーの友」の女性会員アンケート結果
４月１３日の会長報告でご紹介しましたが、「ロ
ータリーの友」４月号の特集記事の一つに女性
会員アンケート結果があります。お読みになった
方がほとんどかと思いますが、改めてご紹介をし、
今後のクラブのあり方についての私の考えの一
端をお示しできればと思い、今回の卓話のテー
マといたします。
卓話はアンケート結果の概要をまずご報告しま
す。それから、卓話はどうしても話を聞くという受
け身の姿勢になりがちですが、話を聞きながら、
それぞれが心の中でその話に賛同したり、異議
を覚えたりするものだと思います。私はできれば、
話し手と聞き手双方向で考えの共有ができると
いいなと思っていますので、後程、ご意見を伺え
ればと思います。
アンケート結果抜粋
１ 実施時期
２０２１年１２月２２日～２０２２年２月１日
２ 実施方法 Google フォーム
３ 回答者数 1,155 人
（２０２２年１月末女性会員数 6,232 人）
〇女性会員は「増えたほうがいい」が過半数
〇会員同士のコミュニケーションは「十分に取れ
ている」が６２％
〇約７割が所属クラブに満足
〇満足度が低い人の意見
・家庭的な雰囲気があるのはいいが、うわさ話な
どロータリー活動にあまり関係ないことが会員か
ら聞こえてくることが苦手
・高齢で社会的な地位の高い人が多く、パソコン
操作や業務量の多い仕事を任せられない
・自分より優秀な女性が活躍すると厄介だという
気持ちが態度に出ている
・役員を引き受けない会員がいるなど不公平

今回のアンケート結果がすべての女性会員の
意識を表しているかというと、回答者数の割合は
１８％なのでどうかなとも思いますが、あながち、
ずれてはいないだろうと個人的には思います。
ロータリーが女性会員の受け入れを始めたのは
１９８９年、今から３３年前です。ちょうど昭和から
平成になった年ですが、当時、当クラブに在籍し
ていらしたのは阿曽会員、八木会員、山野井会
員、横尾会員の４名です。長期にわたり、クラブ
に貢献してくださっていることに心から敬意と感
謝の気持ちをまず、お伝えし、お聞きしたいのは
当クラブで女性会員を受け入れることを決めたこ
ろの率直なお気持ちです。女性会員を受け入れ
ることに対して歓迎の気持ちからスタートしたの
か、それとも面倒くさいというネガティブな気持ち
からスタートしたのかということをお聞きしたいで
す。（横尾会員より「最初は人間関係に影響する
かもしれないという理由で反対する向きもあった
が、最終的に受け入れようということになった」と
貴重なお話を伺うことができました。）
私の在籍期間は１０年ほどですが、その間、アン
ケート結果に出てくるようなことで、いやだと思っ
たことは正直に言えば、この前お話しした宴席の
コンパニオンのことと、昭和の時代なら OK だった
けれど、今の時代の発言だとすると NG だと感じ
たことが数回ありましたが、私の中ではスルーで
きるものでした。入会当初で印象に残っているの
は、阿曽会員や根本会員が私の居場所を作って
くださり、常に配慮してくださったことです。他の
会員の皆様からも同様にお気遣いしていただき、
今日までこられたと思っています。これはおそらく、
女性だからということではなく、新しく入ってきた
者に対する心遣いなのだと思っています。会員
の皆様の良識とお心遣いに感謝申し上げます。
また、変な男女の区別なく接してくださっているこ
とにも感謝申し上げます。
アンケート結果を見ると、女性会員と一口に言
っても多様な価値観が示されています。同じよう
に男性会員にも多様な価値観があります。そう
考えると、性別だけで分けて考えるのは合理的
ではないと思います。性別だけでなく、年代によ
っても違いますし、その人が生きてきた環境によ
っても違ってきます。
ロータリーは多様性を受け入れるという価値観
を持っています。人は誰でも自分と違う価値観を
受け入れるというのは難しいことです。しかし、自
分とは違う価値観を持っているんだなと認識する
ことはできます。相互理解はここがスタート地点

です。私の専門分野の一つは相談援助というも
のですが、まさにここからです。自分と違う価値
観を持っている人をどう理解するか、その際、個
人的な価値観は一度、横に置き、その人が持っ
ている価値観を認識し、その価値観で物事を考
えてみるというか想像してみること、この力が問
われるのですが、多様性を受け入れる際にもこ
の考え方が必要になってくると思います。簡単に
言えば、相手の立場になって考えてみるというこ
とで、これは自分ではなく、相手の価値観に基づ
いて想像するということです。言うは易く行うは難
し、ですが、自分と違う価値観を面白がることが
いいのかもしれません。
今後、女性会員にこだわらず、いろんな価値観
を持った人が増えていくといいなと思います。た
だ、軸になるのはたとえば、４つのテストにあるよ
うな、ロータリーが持つ価値観です。これを基準
に、たとえていうなら、ロータリーが持つ価値観を
幹とし、会員が持つ価値観を枝葉として成長して
いくクラブになるといいなと思います。いつか、ど
なたか、この４つのテストについて卓話をお願い
できたらいいなと思いますが、佐々部会長エレク
トへのご提案です。
まだロータリーについて勉強が足りず、馬齢を
重ねただけの私の卓話ですが、ご清聴ありがとう
ございました。
◎米山留学生

チョ ソヨンさん挨拶

◎ニコニコボックス
松村壮一郎委員長
セブポートセンターＲＣ小池雅生様
コロナが落ち着いた訳ではありませんが、セブポ
ートセンターＲＣも少しずつ動き始めました。今後
共宜しくお願い致します。（７月にインダクションを
行います）
大井会長
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。米山留学生ソヨンさんようこそいら
っしゃいました。
淺井会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそ。
天野会員 海野会員
奨学生ソヨンさんようこそ。セブポートセンターＲ
Ｃ小池雅生様いつもありがとうございます。本日
の卓話者様のお話を楽しみにしています。
上杉会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。大井会長宅話楽しみにしていま
す。
坂巻会員 櫻井会員 平山会員 宮島史裕会員
セブポートセンターＲＣ小池雅生様ようこそいらっ
しゃいました。米山留学生ソヨンさんようこそいら
っしゃいました。
松村会員
本日の卓話者様のお話を楽しみにしています。
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
20,000 円
ニコニコボックス累計
546,000 円

「ソヨンさんの紹介」
大井和子会長
当クラブが世話クラブとなりました、奨学生のチ
ョ ソヨンさんをご紹介します。韓国出身で横浜
国立大学経営学部３年生です。１年の時に来日
されました。研究テーマはこれからの企業活動と
大きな関係を持つ、ESG 経営、ESG 投資というこ
とです。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

◎米山チャリティボックス
大井会長 天野会員 上杉会員 海野会員
坂巻会員 櫻井会員 平山会員 福嶋会員
宮島史裕会員 山根会員 横尾会員 11 名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計
29,000 円
米山チャリティボックス累計
189,000 円
◎次週の予定
5 月 4 日（水）休会
5 月 11 日（水）通常例会
卓話者：タンザニア在住島岡強様「現地情報」
◎会報

坂巻照代委員長

