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2022 年 4 月 20 日（水）  第 2475 回例会報告 

 

◎司 会              上杉順一委員長 

◎ロータリーソング          「奉仕の理想」 

◎ソングリーダー              ＣＤで行う 

◎ゲスト           

特定非営利活動法人「手を洗おう会ａｐｈｗ」    

理事    樋口愛様 

                  理事 森田ティナ様 

（ZOOM 参加）理事長  古屋典子様 

◎ビジター                           なし 

◎出席報告               山根健輔委員 

会員数  出席者数 出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

26(2)名 19(1)名 73.1％ ―  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。まず本日のゲストのご紹介

です。特定非営利活動法人「手を洗おう会ａｐｈ

ｗ」理事長の古屋典子様、同じく理事の森田ティ

ナ様、同じく理事の樋口愛様です。古屋様には

後ほど、卓話の際にオンラインでご挨拶をいた

だく予定です。手を洗おう会は国際奉仕委員会

の宮島秀晴委員長にお骨折りいただき、本日、

お招きすることができました。  

４月１６日、米山記念奨学会カウンセラー研修

に出席いたしました。その際、当クラブでお引き

受けする留学生にお会いしました。横浜国立大

学３年生のソヨンさんという女性です。ソヨンさん

は１年生の時に入学し、興味のあるテーマが

ESG です。ESG とは、環境（Environment）、社会

（Social）、ガバナンス（Governance）の頭文字を

取って作られた言葉です。企業が長期的成長を

目指す上で重視すべき ESG の観点での配慮が

できていない企業は、投資家などから企業価値

毀損のリスクを抱えているとみなされます。投資

の分野で注目されているのが「ESG 投資」で

「ESG に配慮した企業に対して投資を行うこと」

をさします。２０１８年における世界の ESG 投資

額は 3100 兆円で世界の投資額の３分の１を占

めています。ESG が投資で重視されるようになっ

た背景に、国連が２００６年に「責任投資原則

（PRI）」を提唱したことが挙げられます。２０１５

年には日本の年金積立金管理運用独立行政法

人（GPIF）も PRI に署名し、それ以降、国内にお

いても ESG 投資が進んでいます。日本における

ESG 投資額は 336 兆円ですが、前年比 45％増

で伸びています。 

横浜市は、市内事業所を対象とした男女共同

参画に関する２０２１年度調査結果を公表しまし

た。正規雇用における女性が占める割合は

30.7%で管理職に占める女性の割合は 18.7%でし

た。大きな男女差が可視化された一方、事業所

が男女共同参画を進めるヒントとなる結果も出

ているということです。調査結果では、正規雇用

における女性比率が２０１０年度の 26.2%から増

加傾向にあり２０１７年度から 30％代で推移して

いるものの、２０２０年度からは 2.5 ポイント下が

りました。男女差は賃金でも明確に表れており、
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正規雇用における男性の平均月収は33万4600

円に対し、女性は 26 万 8900円で、約 6 万 6 千

円の差があります。非正規雇用においては男性

が約 13万 3900円で女性は 11万 4700円でした。

課長相当職以上の管理職に占める女性の割合

は 18.7%で２０２０年度の 17.2％から上昇しました

が、いまだ男性との間に大きな差があります。世

界経済フォーラムが公表したジェンダーギャップ

指数では日本は 156 か国中 120位となっていま

す。G7 の中でも最低、アジアの中でも中国、韓

国、アセアン諸国よりも低い結果になっていま

す。 

ここにいらっしゃる皆さんは女性を男性より低く

見るというような愚かな考えはお持ちではないと

思いますが、皆さんの周りで、もし、そのような考

えをお持ちの方に対しては、ぜひアップデートし

ていただくよう働きかけていただけないでしょう

か。企業や団体が持続可能な組織として成長し

続けるために、この分野においては１０年以上

前の考え方では通用しないのだということを認

識したいと思います。 

私自身、若い世代と働くことで価値観のギャッ

プにため息をつきたくなることは日常的にありま

すが、彼女たちを含め、多様な人たちがあって

組織が存在することは間違いないので、私自身

がブラッシュアップとアップデートを怠ることなく

いなければならないと考えています。 

 

◎幹事報告              高栁良作幹事 

５月１３日に地区合同例会の出欠連絡は、４月

２６日が締め切りです参加は完全な任意です。戦

略計画委員会の炉辺もありますので、みなさま

の会社の規定などに基づき各自でご判断くださ

い。なお、地区のイベントということもありますの

で、会長、幹事は参加します。 

本日の卓話については、卓話者の希望に基づ

きZOOMの画面が録画されています。ご了承くだ

さい。 

 

◎委員会報告 

職業奉仕委員会      山野井正郎委員長 

視察で赤坂迎賓館に行ってきました。 

 

 

 

 

 

 

◎ゲストスピーチ   （宮島秀晴会員のご紹介） 

特定非営利活動法人「手を洗おう会ａｐｈｗ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

理事 樋口愛様      理事 森田ティナ様 

 

 

 

 

 

 

 

（ZOOM 参加）理事長 古屋典子様 

「本が繋げる未来！」 

セネガル／ウォロフ語の書籍寄贈プロジェクト 

多くのアフリカの国では、今尚、旧宗主国の言

葉が公用語とされています。しかし、庶民にはそ

れは外国語であり、民族や文化が無差別に分

断される以前から使われてきた日常会話言語に

よって生活しているのが現実です。セネガルで

は、義務教育の公立校ではフランス語のみを

「国語」として教え、コーランを学ぶ私立学校で

はアラブ語で教育しています。つまり、日頃、家

族やコミュニティで使う自分たちの日常言語（ウ

ォロフ語など）の教育の場は皆無なのです。 

私は、アフリカ二か国を含め七カ国で在住した

経験から、国の発展は、庶民が日常使っている

言語や習慣を礎にした知的活動と宗教倫理に

あると感じて参りました。そして、セネガルの問

題点は、庶民が使用している言語と、教育され

る言語が違うことであると、確信するに至りまし

た。 

アフリカの諸言語は，人類進化の源流となった

貴重な伝承文化遺産であり，今を生きる人々に

とっては，日々の生活，そのものなのです。そこ

で、「手を洗おう会」では、セネガルの子供たち

に、日常言語の「ウォロフ語」の本を寄贈するこ

とに致しました。 

２１００年には世界の全人口の３割がアフリカ

人になるといわれています。アフリカの子供たち

が自分の希望や夢を自分たちの言語で考え、主

張し、作文し、発信することができるよう、今、教



育することこそが、地球の未来を育てるのでは

ないでしょうか。その未来を築くプロジェクトへの

ご協力をお願い致します。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎ニコニコボックス         海野俊彦委員 

大井会長 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしております。 

 

高栁幹事 

本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。 

本日の卓話者様のお話を楽しみにしております。 

次週欠席させて頂きます。申し訳ありません。 

 

淺井会員 

本日のゲスト様ようこそいらっしゃいました。 

 

上杉会員 

手を洗おう会古屋理事長（zoom での参加）、樋口

理事、森田理事ようこそいらっしゃいました。「本

が繋げる未来！」お話を楽しみにしています。 

 

海野会員 

手を洗おう会の話楽しみにしています。古屋典子

理事長、樋口理事、森田理事よろしくお願い致し

ます。 

 
坂巻会員  
経済産業省（中小規模法人の部）健康経営優良
法人ブライト５００認証と横浜健康経営 AAA(ﾄﾘﾌﾟ
ﾙｴｰ)認証されました。周りの皆様のお陰です。 
 
佐々部会員（コメントなし） 

宮下会員 
本日の卓話者様のお話を楽しみにしております。 
 
宮島秀晴会員 
手を洗おう会オンライン参加古屋理事長、樋口

理事、森田理事ようこそいらっしゃいました。すご

く楽しみにしています。宜しくお願い致します。 
 
（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 18,000円 
ニコニコボックス累計 526,000円 

 

◎米山チャリティボックス 

大井会長 坂巻会員 佐々部会員 宮下会員 

4名 
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 18,000円 

米山チャリティボックス累計 160,000円 
 
◎次週の予定 

4 月 27 日（水）通常例会  卓話者：大井会長 
 
◎会報                    坂巻照代委員長 


