
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1491回 （本年度 10回） 

令和 2年 11月 19日（木） 夜間例会 
 

点  鐘  小林 正樹 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告 江口 進 出席委員長 

 
欠席者：小泉会員、宮崎会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員、 

高瀬会員、都倉会員 
 

お客様紹介  
 
◆ゲストスピーカー 
 川崎市議会議員 吉沢 直美 様   
◆エムズスマイル 
代表 船井 巌雄様・船井真知子様 

◆ゲストスピーカーご同行 
渡辺 えり華様 

 
 
 
 
              
 

 
 入 会 式  ご入会おめでとうございます！  
◇下條恵理子 会員 

エクミュピアノサロン代表 
職業分類:ピアニスト 

◇菅野 研一 会員 
朝日生命保険相互会社 小杉西営業所 所長 
職業分類：生命保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓 話  川崎市議会議員 吉沢直美 様 

「 女性議員として  」 
私は前回の統一地方選

挙で当選し活動してい

ます。経歴は 1971 年横

浜生まれ、地元の小中学

校を出て高校から大学

まで法政に行きました。

菅総理、田中和徳代議士

も法政です。平成 5 年大

学を卒業して元衆議院

議長の原健三郎氏の秘

書になりました。その後イギリスに留学してから帰

国して、大阪の竹本直一議員の秘書として働き 18 年

間お世話になりました。 

原議員は明治 40 年生まれ、淡路島出身で早稲田大

学からオレゴン大学に留学。昭和 21 年の総選挙から

ずっと当選、連続当選 20 回で衆議院議員として 54

年間勤めました。1993 年 93 歳で引退されましたが

議員生命をかけたプロジェクトは明石海峡大橋の建設。 

前 IT担当大臣の竹本直一氏は元建設省の官僚で入

省後、カリフォルニア大学バークレー校、コロンビア

大学大学院に留学、同期に日銀の黒田総裁がいます。 

最近の一番大きな仕事は 2025 年の大阪万博の誘致

です。私も秘書として頑張ってきましたが 2018 年の

11 月のパリでの博覧会事務局総会で決まった瞬間で

TV などでも報道されました。 

平成31年の選挙に私が出馬するきっかけになった

のは、自民党が候補者を探していてその時川崎市に

は女性議員がいなかったので私が手を挙げました。

子育て中の母親にとって選挙はすごく大変で、女性

からなかなか手が挙がらなかったのではと思います。

そもそも女性は世界的に見ても権利が制限されてき

た背景があります。各国の女性の参政権実現を見る

とニュージーランドが 1893 年と最も早く、アメリカ

が 1920 年。実施が遅かった国は 1971 年スイス、日

本は 1946 年に初めて実現、39 人の女性国会議員が

誕生しました。 

川崎市会では昭和 26 年に初めて女性議員が誕生。

その後自民党からは平成15年にやっと一人選出され

ました。現在は市会全体では 59 人中、女性議員は 15

人です。また世界の女性議員比率では、1 位がルワン

ダで 61.3％、日本は何と 10.1％で 164 位です。2018

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２６名 １６名 １０名 ６９.５７％ 

前々回(10 月 15 日)欠席 9 名 Make up 3 名 ８０.９５％ 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男 

井元雄一会員ワンポイントエクササイズ 
 
「猫背とスタイルが良くなる 
エクササイズ」 



年、政治分野における男女共同参画推進法が施行、

これは何かというと国政、地方議会の選挙で候補者

ができるだけ均等になるようにという努力義務を求

める法律。どの位効果があったかというと翌年の選

挙で女性候補者 389 人と過去最多だったが増えたの

は 10 人だけ。まだまだ十分ではなく、女性議員を増

やす施策として例えば現在男性の育休取得率が

5.1％と低いがこれを義務化する。またクォーター制

を聞いたことがありますか？現在 130 か国以上が導

入している制度で、フランスでは 2000 年に候補者

を男女同数にする法律が出来ました。女性の声も多

様性の一つですが、私は女性議員が一定数いること

は政治が社会を広くとらえる上で大切と思います。 

私が多様性という意味で取り組んできた活動は手

話ダンス。毎年クラブチッタでやっています。平成

16 年から開催されていますがこれを教育の現場で

教えてはどうかと議会で訴えました。運動会での実

施を検討していましたが今年はどこも中止で次年度

の課題。 

人生 100 年時代、老化は口からと言われています。

40 代あたりから老化が言われますが、原因は食事に

時間をかけないことで、悪循環にならないよう生活

改善が必要です。次にフレイルについて、これは虚

弱状態のことで健常から要介護に陥る間の状態を言

います。これは適

切な支援により

健常な状態に戻

れる時期で、音楽

を利用した介護

法「若返りリクリ

エーション」を最

後に紹介してお

話を終わります。 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長    
◆小林正樹会長・神谷 直幹事 
 本日の夜間例会は、盛りだくさんです。 
川崎市議会議員吉沢様にお越しいただきました。 
卓話楽しみにしております。 
また、新会員下條さん、菅野さんようこそ川崎中
原ロータリークラブへ！  

◆市川功一 会員 
吉沢様、今日はお忙しい中ありがとうございます。 
お話をお聞きするのを楽しみにしていました。 

◆SAA一同  
下條さん、菅野さんご入会おめでとうございます。 
クラブ一同心より歓迎いたします。 
吉沢先生、本日の卓話よろしくお願いします。 

◆親睦委員会一同 
 本日は、新会員菅野様と下條様の入会式です。 
 本日よりよろしくお願い申し上げます。  
◆「みんなニコニコ」 
山本  剛会員・神林 久雄会員・藤村 伸一会員 
江口  進会員・若狭 滋則会員・Mr.SUZUKI会員 

会長報告 小林 正樹 会長（12 月 3日） 
  
１．本日は、年次総会です。 

  次年度理事・役員の選挙を行いますので、宜しく 

  お願い致します。  
２．12 月理事会報告   

幹事報告 神谷  直 幹事（12 月 3日）  
１．地区からの来信 

①ＲＩ日本事務局（東京都港区）在宅勤務のお知らせ 

東京都における新型コロナウイルスの 感染者数
が過去最多となり、また、重傷者数が大幅に増加し
ている昨今の状況を鑑みて、2020 年 12 月 1 日(火)

～12 月 28 日(月) 在宅勤務との事です。  
②オンラインＲＬＩ（ロータリーリーダーシップ 

研究会）パートⅠ開催のご案内が届いております。 

 日時：2021 年 1 月 24 日(日) 9：00-16：40 

研修方法：オンライン 
少人数でのディスカッション形式 

参加費：無料  締切：2021 年 1 月 11 日(月)   
③Ｒ財団 ポール・ハリス・ソサエティ(PHS)への 

入会のお願いが届いております。 

資料をポスティングしましたご検討下さい。  
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎中 RC  

12 月 8 日(火) 年忘れ家族会を通常例会に変更 
12 月 29 日(火) 休会 

●川崎鷺沼 RC  
12 月 9 日･16 日･23 日･30 日(水)  休会 

●川崎とどろき RC  
12 月 14 日(月) 年忘れ家族会を通常例会に変更 

●川崎大師 RC  
12 月 16 日(水) 年忘れ移動例会「食道園」点鐘 18：00 
12 月 23 日・30 日(水) 休会 
1 月 6 日→7 日(木) 新春 4RC 合同例会 川崎日航ﾎﾃﾙ 

●川崎 RC  
12 月 17 日(木) 年忘れ家族会無期限延期 通常例会 
12 月 24 日・31 日(木) 休会 

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC  
12 月 17 日(木) ｸﾘｽﾏｽ家族会中止 通常例会に変更 
12 月 24 日・31 日(木) 休会 

●川崎高津 RC  
12 月 17 日(木) 年末家族会 ﾎﾃﾙＫＳＰ 点鐘 18：00 
12 月 24 日(木) 休会 

●川崎麻生 RC  
12 月 18 日(金) ｸﾘｽﾏｽ家族会を夜間通常例会に変更 
12 月 25 日（金） 休会 

●川崎西北 RC 12 月 24 日・31 日(木) 休会  
 
例会案内  
１２月１７日(木)点鐘 18：30入会卓話：神林久雄会員 
１月 ７日(木)  点鐘 12：30 

卓話：フットケアマミー代表 徳山純子様   
 

 

 

  

ニコニコボックス 本日 11,000 円 累計 182,025 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 40,000 円 

神谷 直 幹事 ワンポイントアドバイス 
 

「銀行預金の代理人届。 

高齢者のお財布の管理について」  

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック
ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。
コメントもよろしくお願いします。 

https://www.facebook.com/rcnakahara/ 

https://www.facebook.com/rcnakahara/

