
                                                               

本日の例会（第１７７６回）     ４／１８（水） 
《新入会員職業紹介》 

◆スピーカー 会員 塚本 隆君 

 

次回の例会（第１７７７回）     ４／２５（水） 
◆地区研修・協議会報告を行います。 

 

第１７７５回例会記録     ４／１１（水）曇 
◆司   会 斉藤 裕也君 

◆斉   唱 RS・四つのテスト 

◆ゲスト紹介 

北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様 

北区役所 保健福祉センター 福祉部  民生子ども課長 安藤 昇司様 

北区役所 保健福祉センター 福祉部 民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 山本 一貴様 

北区役所 保健福祉センター 福祉部 民生子ども課 民生子ども 係主事 坂部 育也様 

出 席 報 告 

会 員 数  ３５名  前々回訂正  177３回例会 

欠席会員数  ６名  欠 席 会 員  １名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  ０名 

出 席 率  82.86％  出席率訂正  96.55％ 

  

会  長  挨  拶 

   会長 加藤 あつこ 

 

 

 

 

 

 

 

皆様 こんにちは。三寒四温の今日この頃、体調管理には、気を付けてお過

ごしくださいませ。本日は、クラブフォーラムでございます。 

ゲストとして、北区子ども会育成連絡協議会 会長の鈴木潤子様、はじめ 北

区役所保健福祉センター 福祉部 民生子ども課 安藤課長様、同じく 山

本主査様、坂部主事様 方にご来訪頂きました。ご公務ご多忙の中 ありが

とうございます。後ほど、名古屋名北ロータリークラブ賞の贈呈式を開催い

たします。よろしく お願い申し上げます。 

さて 皆さん タイトル 38％と聞いて この数字を何の値と思われます

か？ 

これは、日本の専業主婦率です。先進国の中で突出して高い数字で、北欧の

スエーデンでは 25～60歳までのほぼ９割の女性が働き、専業主婦は 2％し

かいません。2016年の調査で、「将来は主婦になりたい」と答えた日本人

女性は 10人中３人でした。専業主婦率とほぼ同じ数値となり、これを見る

と女性の希望が叶えられている状況と言えます。しかしながら、今の家庭生

活に満足しているかという調査では、共働きが当たり前のアメリカでは67％、

イギリスでは 72％が満足と答えているのに、日本は 46％にとどまり、日本

人女性の幸福度は低い結果になりました。 この結果の理由として、専業主

婦は生活にかかるコストを夫に依存しているため、やりたいことなど自分の

意思だけでは決定できないことが挙げられます。幸福を感じる瞬間はすきな

ことをしている時、自由にすごしている時などですが、自分のしたい事を叶

える為には経済的な独立があれば、それはより叶えやすくなります。ただ働

きたくても働き続けられない現実が、今の日本社会にはあります。学生生活

では女性差別を感じることは少ないようですが、男女格差を示すジェンダー

ギャップ指数によると、144か国の中で日本は 111位、先進 7か国中 最

下位で、中国（100位）、インド（87位）、ブラジル（79位）、ロシア（75

位）、よりも低いのです。ジェンダーギャップ指数は、「経済参画」、「教育機

会」、「政治参画」、「健康と生存」の 4項目の得点で出されます。健康と生存

は 40位で最も高く、経済参画が 118位で最も低くなっています。男女の

賃金格差、正規、非正規の給与格差が原因として考えられます。また 女性

は出産を境に環境が大きく変わります。出産後も働き続けられる制度のある

社会もありますが、第 1線とは違うママ向けの仕事になったり、夫との関係

も出産を機に変わったりする傾向があります。 

日本の社会は長時間労働とサービス残業によって社員を評価するやり方が色

濃く残っているため、夫が簡単に育児休暇をとることができず、女性が家庭

に専念する流れが続いています。働き方改革、女性が輝く社会と、政府は改

革に取り組んでいますが、仕組みがすぐに変わることは難しいです。 

ジェンダーギャップ指数上位 4か国は、アイスランド、アイルランド、ノル

ウェー、スェーデンと北欧が並びます。4か国ともに高消費税率の世界トッ

プ 10に入っており、消費税率がタイトルの値にならないことを願いますが、

どうでしょう。 

今日は何の日 

 1868年：江戸城無血開城成功―江戸城に総攻撃をかけようとする新政府

軍の西郷隆盛を、旧幕臣の勝海舟が説得。江戸城はむだな血を

流さずに開けわたされることになった 

 1889年：新宿～立川間鉄道開通 

 1986年：ハレーすい星、地球に大接近 
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クラブテーマ 

愛 

～親睦・奉仕を通じて、     
ロータリーを楽しもう～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１７～２０１８年度 Ｎｏ．３７ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：加藤 あつこ 幹 事：杉浦 定文 会報委員長：足立 陽一郎 題 字：遠藤 友彦 



 

幹 事 報 告 

１．来る５月２０日（日）、北区子ども会大会が開催されます。本日は、北区

子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様、並びに、北区役所 保

健福祉センター 福祉部 民生子ども課長 安藤 昇司様、同 福祉部 

民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 山本 一貴様、同 福祉部 

民生子ども課 民生子ども係 主事 坂部 育也様をお招きしておりま

す。後程、当クラブの社会奉仕活動の一環として北区子ども会大会名古

屋名北ロータリークラブ賞を会長よりお渡しして頂きます。 

２．去る４月７日（土）の春の家族会ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。 

３．来る４月１５日（日）、ホテルナゴヤキャッスルにて地区研修・協議会が

開催されます。ご登録の方は何卒よろしくお願い致します。当クラブの

受付を１２時００分～１２時３０分まで２階エスカレーター付近にて香

田次期幹事が行います。当日、欠席、受付に間に合わない場合などは、

香田次期幹事までご連絡いただきますようお願いいたします。※午前１

１時４５分～１２時５５分まで「友愛の広場」にて昼食が用意されてい

ますので、当日配布の名札を付けてご参加下さいますようお願い致しま

す。会議は１３時００分～１６時３０分までとなります。 

４．先日の新旧理事役員委員長会議で、次期委員長の方々に次年度委員会事

業計画及び予算書のご提出を依頼させていただきました。未提出の方は

４月２７日（金）までにご提出下さるようお願い致します。 

 

クラブフォーラ ム 

－ 北区子ども会育成連絡協議会へ金一封贈呈 － 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

北区子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木 潤子様  

 

 

 

 

 

 

 

 

北区役所 保健福祉センター 福祉部 民生子ども課長 安藤 昇司様 

 

 

 二 コ ボ ッ ク ス 

尾関 正一君 貴重品忘れ物が出て来まして。 

柴山  利彌君 家族会はありがとうございました。 

梅村 美知容さん 群馬県の大不尽魂神社にいってきました。桜満開でした。 

石黒 勉君 ニコＢＯＸご協力、ありがとうございました。 

【北区子供会育成連絡協議会会長 鈴木 潤子様はじめ、北区役所 保健福

祉センターの皆さま、ようこそおこし下さいました。ごゆっくりなさってく

ださいませ。】 

 

加藤あつこさん 

梶川 久雄君 

加島  光君 

伊藤 晋一君 

小關 敏光君 

加藤 昌之君 

宇都木 寧君 

梅村  篤君 

横井  登君 

遠藤 友彦君 

木村 雅一君 

玉置 正樹君 

梅田  渉君 

 

岩田  滿治君 

西脇 良一君 

尾關實津成君 

塚本  隆君 

阿部 美男君 

近藤  朗君 

 

斉藤 裕也君 

北村 紀子さん 

杉浦 定文君 

西脇 多吉君 

入江由希子さん 

加藤 昌之君 

 


