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「男女共同参画って知っていますか？」
　鹿児島国際大学国際文化学部　名誉教授　山　田　　晋　様
① ロータリーソング（手に手つないで）　　② 会長あいさつ
③ 会 務 報 告　　④ 出 席 報 告　　⑤ ニコニコBOX披露

男女共同参画って知っていますか？

９月は
基本的教育と識字率向上月間

本日の主要
プログラム

鹿児島国際大学国際文化学部　名誉教授　山 田 　 晋　様

１．男女共同参画関連の問い　
Q１．「男女共同参画」っていう言葉聞いたこと

ありますか？　イメージは？　
Q２．女も男も「生きにくい、生きづらい現実」

があります。あなたの気になる問題は？
Q３．女性・男性の自殺率、世界で何位だと思

いますか？　鹿児島の自殺率全国で何位？
Q４．日本の男女平等度は世界１４４ヶ国中何位だ

と思いますか？
Q５．鹿児島県の男女平等度は、４７都道府県で

何位だと思いますか？
Q６．あなた幸せですか？ 輝いていますか？ あな

たにとって幸福とは？ 日本の幸福度は？
Q７．人生１００年時代、いまの働き方、生き方、

そしてこれから３０～５０年どう生きる？ 
２．立ち遅れる日本の「男女共同参画」－女性

の活躍が期待されているが、現実は？－
　世界１４４ヶ国中日本の男女平等度（　）位、過
去最低　①経済－１１４位、教育－７４位、健康
－１位、政治－１２３位　※国連女性差別撤廃委
員会から再三、改善要請
〇生活時間の使い方は（夫婦）？「イクメン」「カ
　ジダン」が話題になってきているが？
３．日本の未来は変わる－「男女共同参画社

会」実現にむけて
　①男社会から男女共同参画社会へ　②性別役割
分担意識の解消　③あらゆる分野への女性の進
出・参画　④ワークライフバランス（仕事と生活

の調和）社会へ　⑤働き方が変わる＝労働時間の
短縮⑥少子化の進行・高齢期の延長　⑦人生の多
様な生き方・選択肢の広がり　⑧変わる幸福観・
生活観　⑨広がる社会連帯・貢献、ボランティア
活動＝共生・協働
◎男女共同参画社会基本法（１９９９）「男女共同参
画社会の実現は２１世紀の最重要課題」と明
記、５つの基本理念－①男女の人権の尊重　②
社会における制度又は慣行について配慮　③政
策等の立案及び決定の共同参画　④家庭生活に
おける活動と他の活動の両立　⑤国際協調

○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です」

◎「男女共同参画社会」は個性を尊重し人が人
らしく生きられる社会－「５つのや」

　①やわらかい社会　②やりたいことができる社
会　③やすらぎのある社会　④やり直しのでき
る社会　⑤笑顔あふれやさしい社会（男女皆が
つながり、支え愛、励まし愛、活き活きと共
に輝く社会）

むすび－「人生１００年時代」幸せにどう生きる？
（７・８月に連続講演「上手に乗り越えよう！
男たちに迫る人生の試練」「思い描こう！これ
から先のハッピー・ライフプラン）



　いつもお世話になっております。
　地区大会に全員登録していただき有難うございま
す。ご指導等宜しくお願い致します。

　豪雨災害、台風に引き続き北海道胆振地震まで発生
してしまいました。被災地の方々に心よりお見舞い申
し上げます。本日の卓話は諏訪園さんが初登場です。
期待してニコニコします。

　この度、国際大の森教授が「長沢　鼎」の著書を出
しました。サンタローザとの交流も西ＲＣとサンライ
ズＲＣとの支援で３２年です。この本をぜひお読みに
なって薩摩の武士の生き様を学んでいただけたらと思
います。

〈プログラム〉
　会員卓話「パスタについて」　諏訪園　匠　君

〈幹事ゲスト〉なし

〈ビジター〉鹿児島サザンウインドロータリークラブ
　　　　　　第２７３０地区幹事　松田　泉　様

◇鹿児島市環境管理保全課より
　「環境管理事業所認定」に関する案内

〈会務報告〉
１．例会終了後、定例理事会を開きます。
　　理事の方は理事会会場へお集まりください。

前回の例会記録 （ 9月12日分）
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観月会　18：30～（時間変更）

クラブ協議会（地区大会準備）

青少年団体助成金贈呈
及び報告
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鹿児島サザンウインドロータリークラブ
第 2730 地区幹事　松  田　　泉 様

大  山　康  成 君、有  村　春  房 君

祝日のため休会

志學館大学模擬面接準備

定款に基づき休会

観月会

観月会

2018－2019年度国際ロータリー第2730地区
地区大会プログラム

2018年10月13日（土） 地区大会１日目   
　■第１本会議　会場：市民文化ホール（第1）

　10：00　受付、昼食（弁当）
　　　　　オープニングセレモニー（ジャズピアノ）
　11：30　点鐘
　　　　　ガバナー補佐並びに地区内クラブ紹介
　　　　　ガバナーアドレス
　13：20　RⅠ会長代理アドレス
　13：40　休憩
　14：30　特別講演「維新の底力！そして未来へ」
　　　　　加来　耕三　氏
　　　　　ガバナーエレクト紹介
　　　　　次年度ガバナー補佐紹介
　　　　　次年度地区大会PR　他
　　　　　 閉会宣言
　16：40　点鐘
　■RⅠ会長代理御夫妻歓迎・会員交流大懇親会
　会場：鹿児島サンロイヤルホテル　2F
　17：00　受付／オープニングセレモニー（奄美島唄）
　18：30　開会の辞
　19：00　乾杯／歓談
　　　　　 西田　あい　リサイタル・トークショー／歓談
　20：30　閉宴の辞
    
2018年10月14日（日）　地区大会２日目   

■第２本会議　会場：市民文化ホール（第2）

　　8：10　受付開始
　　8：30　開会・点鐘／規定審議会報告
　　　　　ガバナーノミニー紹介
　　　　　ガバナーノミニーデジグネート紹介　他
　　　　　休憩
　　9：50　基調講演「職業奉仕」
　　　　　 初代姶良市長　笹山  義弘　様
　10：20　パネルディスカッション　
　　　　　テーマ「職業と社会奉仕
　　　　　　　　　　－あなた方は生き残れるか－」
　　　　　コーディネーター　古木　圭介　会員
　12:10　閉会・点鐘

■フェアウエルパーティー
　会場：ホテルウェルビューかごしま　2Ｆ
　12：30　開会挨拶／乾杯／大会を終えて　他
　13：30　閉会のことば
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ホームページ・アドレス　http://www.kagoshima-w-rc.jp//www.kagoshima-w-rc.jp/

ＲＩのホームページアドレス
日本のホームページアドレス
第２７３０地区ホームページアドレス

鹿児島西ＲＣ

９月２６日（水） 1８：30～　城山ホテル鹿児島
観　月　会

次 週 予 告
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■８月29日例会の訂正
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■前回の
　例会（9月12日）の報告

小計 4,000 円　 累計 98,000 円


