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2022－23年度
国際ロータリー会長

ジェニファーＥ．ジョーンズ

◆例会場　〒892-0828　鹿児島市金生町3-1 山形屋7Ｆ 社交室　　毎週水曜日 12:30～13:30
◆事務所　〒892-0828　鹿児島市金生町3-13 - 5Ｆ TEL：099-223-5902 FAX：099-223-7507

会長　堂園　光一郎　幹事　永田　健吾　会報雑誌委員長　萩原　徹

本日の主要
プログラム

① 四つのテスト唱和　　② ロータリーソング（それでこそロータリー）　

③ 会長あいさつ　　④ 会務報告　　⑤ 出席報告　　⑥ニコニコBOX披露
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2022年（令和4年）8月31日

　２０２２－２０２３年度ＲＩ会長、初の女性会長と
して、ジェニファージョーンズ氏が就任され
ました。ＲＩの変革の１つと言えます。昨年
度は鹿児島西ＲＣにも初めての女性会員が入会
しました。国においては「女性版骨太の方針
２０２２（女性活躍・男女共同参画の重点方針
２０２２）」が今年６月に決定されました。女性
の活躍の場は広がろうとしています。そこで
女性の経済的自立の課題があります。女性は
男性より長生きします。女性本人のためにも、
女性が経済的に自立できる環境を整えていく
必要がはっきりしてきました。人生１００年時
代を迎え、日本の女性の半分以上は９０歳まで
生きます。離婚件数は結婚件数の３分の１で
あり、結婚すれば生涯、経済的安定が約束さ
れるという「結婚は女性の永久就職」は、も
はや過去のものとなりました。既婚女性の６
割が所得２００万円未満、単身未婚女性の約半
数が所得３００万円未満と報告されています。
このような状況を踏まえれば、男性に頼る事
がなく、また経済的困窮に陥ることなく生活
できる力をつけることが必要となってきます。
　さらに解決すべき課題は、女性が尊厳と誇
りを持って生きられる社会の実現です。コロナ
禍で、ＤＶ相談件数は１．６倍、女性の自殺者数
は１５％増加し、女性に対する暴力の根絶が急

務とされました。またフェムテック＊、生理の貧
困等、女性の生理と妊娠に関する健康の推進
にも取り組むことが決められました。婦人科
医の立場としても性犯罪・性暴力や配偶者等
による暴力など、あらゆる暴力の根絶に向け
た取組を強力に推し進めるとともに、困難な
問題を抱える女性への支援を強力に進めるこ
とは理解できます。
　若い女性の生理や妊娠、結婚をとりまく環境
はおどろくほど変化しており、セクシュアルリ
プロダクティブ・ヘルス＆ライツ＜ＳＨＲＨ＞
（性と生殖に関する健康と権利）やヘルスリテ
ラシー（健康や医療に関する情報を探したり、
活用したりする能力）がますます重要となって
います。ＳＨＲＨは性教育の現場においても目
標の一つに取り上げられました。たとえば緊急
避妊薬のＯＴＣ化やアクセスの向上、妊娠中
絶のアクセスの向上、避妊方法の様々な選択
肢など、ＳＲＨＲに関しては、日本で様々な議
論が行われ今まさに表舞台に出てきました。
婦人科医の立場からも待ったなしの問題とし
て、今回の女性版骨太の方針にもこの考えが
盛り込まれたと思われます。
＊フェムテックとは、ＦｅｍａｌｅとＴｅｃｈｎｏｌｏｇｙの造語
で、女性の健康を支えるなんらかの商品やサービス
のこと

会長 堂　園　光一郎

男女共同参画と女性版骨太の方針

8月は会員増強・新クラブ結成推進月間です

「軸屋酒造㈱、本格焼酎と蔵元の歴史」軸屋 麻衣子会員
「美容を通じて私に出来ること」　　　前村 さおり会員



〈プログラム〉
　クラブフォーラム（クラブ管理運営部門）
　・有村クラブ管理運営部門長　
　・有馬プログラム委員長
　・大山クラブ研修委員長
　・水流ＤＥＩ委員長

〈ビジター〉
　・鹿児島サザンウインドロータリークラブ　
　　会長　水流　純大　様
　　幹事　森迫　直子　様
　
〈オープンゲスト〉
　清水建設株式会社　九州支店鹿児島営業所
　所長　岡田　健司　様

〈入会式とバッジ贈呈〉　
　鹿児島相互信用金庫　専務理事　菊池　俊　様

　日本生命保険相互会社　鹿児島支社長　森　亮　様

〈会務報告〉
１．「第２０回記念ロータリー全国囲碁大会」のご案内
　　日時：２０２２年１１月５日（土）　０９：３０ 登録受付
　　　　　１０：００ 開会式　１６：００ 表彰式、記念撮影
　　会場：東京・市ヶ谷の日本棋院本院１階対局室
　　主催：ロータリー囲碁同好会　ホストクラブ　東京ＲＣ
　　参加料：７,０００円（昼食代、賞品代等含む）
※参加希望の方は１０月２６日（水）までに西クラブ事
務局へお知らせください。

２．本日は１００万ドルランチにご協力いただきあり
　　がとうございました。

　鹿児島サザンウインドＲＣ会長　水流純大様、幹事
森迫直子様、ご出席ありがとうございます。ニコニコ
します。
　また、菊池様、森様、入会おめでとうございます。
さらにニコニコします。

　日本生命　森支社長、入会ありがとうございます。
西ＲＣチャーターメンバーの数少ない企業です。また
入会に多少時間がかかりましたが勇気ある入会に感謝
し、ニコニコします。

　岡田様のご入会（予定）を心より歓迎いたします。何
故西クラブを選ばれたのかと聞きましたら立派な方が
多いからとの事でした。皆さんご期待に添えるよう頑
張りましょう。

　オープンゲスト岡田健司様、ようこそ鹿児島西ロー
タリーへ。入会申込書を賜り、入会式を楽しみにニコ
ニコします。

　９月２５日に予定されている堂園会長杯ゴルフ大会
へのお申込みありがとうございます。お申込みがまだ
の方、９月１５日までお待ちしています。みんなで楽
しくニコニコゴルフ‼

水  流　源  彦 君

中  馬　輝  彦 君

森  　　俊  英 君

●日　時：９月８日（木）１２：３０～１４：００
●会　場：山形屋 7Ｆ  社交室
●会　費：１,５００円　
●プログラム：フリートーキング
※ご出席される方は９月５日（月）までに事務局へお知らせ
　ください。

鹿児島西プロバスクラブ例会のご案内
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■前回の例会（8月24日）の報告

前回の例会記録 （ 8月2 4日分）

早朝例会（平田公園清掃）
６：３０～

未定

クラブフォーラム
（公共イメージ委員会）

ロータリーの友について

会員卓話

中央RC

令和ＲＣ

東南ＲＣ

城西ＲＣ

南ＲＣ

西南ＲＣ

東ＲＣ

北ＲＣ

サザンウインド
　ＲＣ

鹿ＲＣ

鹿児島大学
アカデミーＲＣ

９月５日（月）

９月５日（月）

９月６日（火）

９月６日（火）

９月７日（水）

９月７日（水）

山形屋

ホテル・レクストン
鹿児島

サンロイヤル

ホテル・レクストン
鹿児島

サンロイヤル

ビエント

サンデイズイン
鹿児島

アートホテル
鹿児島

ホテル・レクストン
鹿児島

山形屋

鹿児島大学
稲盛記念館

９月１日（木）

９月１日（木）

９月１日（木）

９月２日（金）

９月２日（金）

情報集会報告

例会なし

新入会員卓話

会員卓話

クラブ協議会
（上野ガバナー補佐訪問）

クラブ協議会
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Ｅメール・アドレス　info@kagoshima-w-rc.jpレス　info@kagoshima-w-rc.jp
ホームページ・アドレス　http:/p://www.kagoshima-w-rc.jp//www.kagoshima-w-rc.jp//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
第第２２７７３３００地区地区ホーホームペムページジアアドドレレスス

鹿児島西ＲＣ

市内ＲＣ例会プログラム

堂 園　光一郎 君、永  田　健  吾 君

小計 9,000 円　 累計 110,000 円

クラブフォーラム
（ロータリーの友）

次 回
予 告

9月7日（水）１2：3０～　　山形屋

Ｚｏｏｍでの例会参加▶ ミーティングⅠＤ：7119758631　パスコード：westrc　※入室の際は会員名が分かるように名前表示をお願いいたします

藤  安　秀  一 君、久  永　忠  範 君


