
■委員会報告 ■例会予定
<本日＞
◆第２４３５回１１月２１日（水）
移動例会を通常例会に変更（会場：パドル）
◆第２４３６回１１月２８日（水）
卓話：大矢亮二先生
演題：認知症について

■例会プログラム ■幹事報告 ◆第２４３７回１２月５日（水）　理事会
：柏田 吉美 ■大城幹事 クラブ協議会（リハーサル）
：仲吉副会長 ◆第２４３８回１２月１２日（水）

：新垣 裕樹 ガバナー公式訪問
：我らが生業・四つのテスト ◆第２４３９回１２月１９日（水）
：池田 彩織 クラブ総会

：吉田 明正 ◆第２４４０回１２月２６日（水）
：会長代行：仲吉副会長 夜間例会（忘年会）　点鐘：19：00

：大城 英明 場所：ラグナガーデンホテル
：宮城 富夫、吉田 明正 ◆第２４４１回１月９日（水）　理事会

：池田彩織会員 【幹事報告】 新年ユンタク会
：新垣 義夫 ①「第11回全国RYLA研修会」のご案内 ◆第２４４２回１月１６日（水）
：伊禮 文雄 【回　覧】 卓話：久恒達弘様（総務省 総合通信事務所長）
：仲吉副会長 演題：未定

■会長代行挨拶 ◆第２４４３回１月２３日（水）
■仲吉副会長 ⓶ハンガーゼロニュース11月号のご案内 外部卓話予定

◆１月３０日（水）特別休会
　定款第8条１節Ｃ項により
<例会変更のお知らせ＞
・那覇北ロータリークラブ

■ゲスト・ビジター紹介　池田彩織会員 日時：11月29日（木）　夜間例会
☆ビジター 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾートナハ8Ｆ
・森昌夫様（東京品川ＲＣ/ＲＩ第2750地区） ビジター費：￥4,000
・下地和浩様（浦添ＲＣ）
・徳物葉子様（札幌はまなすＲＣ）

■ビジターご挨拶

日時：12月1日（土）18：00～20：00
場所：宜野湾市青少年ホーム
入場無料（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄ抽選券1枚\200）
　※飲食、アルコール等は販売となる
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■「ＬＧＢＴ」沖縄の方言で表すと「イキガイ
ナグ」「イナグイキガ」のような類かと思いま
す。人間はすべて平等だと考えております。当
クラブでこの様な題材の卓話はありませんでし
た。ぜひとも他クラブでも卓話をお願いしま
す。（新垣 義夫）

■池田会員の卓話、素晴らしいものでした！
（茂宮 隆次）

①在沖米国商工会議所主催「プレジデンツ・
ボール」のご案内

③宜野湾市社会福祉大会への協賛協力のお礼

¥69,000

例会№

　　　１．真実かどうか 　　３．好意と友情を深めるか
　　　２．みんなに公平か 　　４．みんなのためになるかどうか
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　＊＊＊　第２４３４回　　（２０1８年１１月１４日）　　例会報告　＊＊＊
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新垣義夫会員増強委員長
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ｴｺ思想推進宣言
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幹 事 報 告

出席率

前回実施した会員増強に係るテーブルディス
カッションによる入会候補者推薦について

2019-20年度地区財団委員の当クラブからの選
出について

認知症の特許取得について

第2434回

前 回 累 計

吉田プログラム委員長

宮城富夫ガバナー補佐エレクト

森昌夫様/東京品川ＲＣ

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥112》
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■報告

⓶「東北すくすくプロジェクト」
　　2017-18年度活動報告

出席免除者欠席

¥2,000

■出席報告
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ソウル大学付属病院にて

「ソウル貧困家庭難病治療・小児施術及び治療
支援」プロジェクトが始動しました。ご支援頂
きありがとうございました。
　　　　　　　　　　（情報提供：城間幹夫会員）

11月誕生月おめでとうございます！
永山雄一会員（２日）

69.70%

¥27,150

前回実施した館員増強に係る「宜野湾ＲＣの良
いところ」の書き出しの紹介

仲吉副会長

33 32

韓国 .ソウル南山ＲＣ主管
グローバルグランド

宜野湾市国際交流協会主催
X'mas Ｐａrty

本日は、ロータリーの友11月号から「浦添ロー
タリークラブを訪ねて」というコーナーで凄く
華やかに写っている皆さんの写真が目にとまり
ました。皆さん既にご覧になっていらっしゃる
と思いますが、ご紹介させて頂きます。クラブ
会長を二度経験されておられます山里将さんと
比嘉宥海さんが中心となって企画されたかと思
いますが、浦添ＲＣの活動、会員企業の紹介な
ど盛りだくさんで掲載されております。新城恵
子さんを初め、3年置いて1年ごとに女性会長が
誕生している事は素晴らしい事だと思います。
私ども宜野湾ＲＣもこうして取材を受けたいと
思います。浦添ＲＣが一番力を注いでいるのが
フードドライブだそうです。浦添市内の貧困家
庭の子供達に食料品を送る事業です。2年に渡っ
て活動されており、とても素晴らしい事だと思
います。今日はほんの一部ですが色々と参考に
なる事がいっぱいありますので、是非、ロータ
リーの友を読んで頂きたいと思います。我が宜
野湾ＲＣにおきましては、社会奉仕活動と言え
ば、もう9年目になりますが、蝶々ハウスの清掃
を継続して活動しておりますが、新たにアク
ションを起こして、地域に根ざした、地域の
ニーズに合った社会奉仕を皆さんの知恵を出し
合って、出来ることから、自分の足元から、目
に見える形での活動、全員が参加できる社会奉
仕を考えてみようではございませんか！
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池田彩織会員卓話
＜＜　LGBTの現状と企業の取り組み　＞＞

職業宣言　７．業界の発展のために力を尽くすことも、職業奉仕だ。

が一致しない為、身体の性に違和感を持つ人、心の性に沿っていきたいと望む人も多く見られます。性自認という言
葉がありますが、性自認とは、自分の性をどのように認識しているかという事です。多くの人は身体の性と心の性が
一致していますが、身体の性と心の性が一致せず自分の体に違和感を持つ人達もいます。性的少数者にはLGBT以外
にも男女どちらにも恋愛感情を持たない人や自分自身の性を決められない、わからない等様々な人々がいます。それ
だけ多様性があるという事です。性的指向や性自認、LGBTについて知ることが出来ましたでしょうか？そこで質問
です。貴方はこういう場面にあった事はありませんか？「ユリコ、恋人出来たって聞いたよ！彼氏ってどんな人？」
このサヤカさんの問いかけに対し何か感じる事はありませんか？【Ａ.特に違和感はありません】【Ｂ.いきなり彼氏
のことを聞くのは失礼だと思う】【Ｃ.恋人＝彼氏って決めつけていいのか】恋愛対象は異性だけとは限りません。
同性や両性を好きになる人もいます。Ｑ２．「ナオキ君って女ぽくってキモくない？」貴方がトモコさんだったらど
うしますか？【Ａ.ミカさんに同調する】【Ｂ.そうなのかなーって曖昧に答える】【Ｃ.ミカさんにそういうのは良く
ないよと伝える】性的少数者の割合については様々な調査結果がありますが、貴方の身近な所にも差別的な言動に傷
付いている人達がいる可能性があります。差別的な言動を見かけた時にはそういうのは良くないと一言伝えてみませ
んか？皆と一緒に同調しないということだけではなく、良くないことを毅然として言う事も時には必要な事ではない
でしょうか。Ｑ３．タカシさんはメグミさんから性的少数者である事を打ち明けられました。貴方がタカシさんだっ
たらどうしますか？【Ａ.メグミさんの気持ちを大事にして話を聞く】【Ｂ.びっくりして受け入れられない】【Ｃ.感
じた疑問や気持ちを素直に伝える】家族、友人、同僚からレズビアンなんだ・ゲイなんだ・トランスジェンダーなん
だと打ち明けられたらどのようにしたら良いでしょう？打ち明けてもらえたと言う事は、貴方を信頼しているという
メッセージです。先ずは直ぐにその人の話に耳を傾けましょう。もしも打ち明けられた事で戸惑った時は、感じた疑
問や気持ちを素直に伝え、相手が貴方に望むことは何か素直に聞いてみましょう。打ち明けた人も、打ち明けられた
人も対等です。人間関係はお互いを理解し合える事で造られています。Ｑ４．「ケイタからゲイだって打ち明けられ
たんだ。他の奴には言うなよ」貴方がカオル君だったらどうしますか？【Ａ.ヨシオ君から聞いた話を他の人に言い
ふらす】【Ｂ.信頼できる友人に相談する】【Ｃ.ヨシオ君にケイタ君の事を話さない】本人の許可なしに性的少数者
である事、他人に暴露する事をアウティングと言います。軽い気持ちや面白半分でアウティングをしてしまったり、
性的少数者であると打ち明けられた事を他人につい話してしまう場合があります。しかし、自分のセクシュアリティ
を知られたくない当事者にとってはアウティングは重大な人権侵害です。本人の了解なしに決して他人に話さない様
にしましょう。セクシュアリティは多様です。そして個人の尊厳に関わる大切な問題です。数字でみるとLGBTは日
本の人口の5％～8％と言われています。今、企業がLGBTの方々をターゲットにお客様としたビジネス展開をしよ
うという動きもあります。根底は信頼できる人間関係があるかと言うことです。ａｌｌｙ（アライ）という言葉を
知っていますか？アライは英語で同盟・支援を意味しており、LGBT当事者でない人が、LGBTに代表される性的マ
イノリティーを理解し、支援するという考え方、あるいはそういう立場を明確にしている人々を指す言葉です。私は
LGBTではありませんが、私はLGBTを支援しますという立場にありますので「私はアライです」という風に表現し
ます。皆さんもアライになりませんか？次にLGBTフレンドリーといって「うちの企業はLGBTの人達に心を開いて
いますよ」「不愉快な気持ちにさせるよう様なこともなく、皆さんに配慮していますよ」という企業の姿勢としての
表現になります。この様な企業の数がどんどん増えています。私も自分の法律事務所のホームページに「LGBTフレ
ンドリーです」とか「私はアライです」とかを載せようと思っています。それを見て、訪ねて見えるお客様が、二次
被害という表現がありますが、自分の本当の気持ちを打ち明けたところ、それによって逆に嫌な思いをしてしまうよ
うな事のない様に取り組んでいく事が出来るということになります。私は、たまたま参加したセミナーでLGBTを知
りました。先ずは知る事というのが大切なんだと気づいた後は正確な知識を入れ、その後はその内容を人に伝えてい
く事が重要だと感じ今回の卓話となりました。ご清聴ありがとうございました。

2018-19年度クラブ会長テーマ：　キラリ輝こう！

主なテリトリー：宜野湾市、北谷町、中城村、北中城村

皆さんこんにちは。池田彩織です。私が弁護士として基本的人
権、社会正義の実現という方向性から今日はLGBTについてお
話したいと思います。まずLGBTを知っているという方はい
らっしゃいますか？LGBT知らないという方はどの位いらっ
しゃいますか？LGBTとは、性的少数者、セクシャルマイノリ
ティーを表す言葉として使われています。性的指向、セクシャ
ルオリエンテーションと言いますけれども、性的指向とは、ど
のような性別の人を好きになるかという事です。これは自分の
意志で選び取るいうより多くの場合思春期の頃に気付くという
事が多いようです。では、Ｌはレズビアン。女性の同性愛者、
心の性は女性で恋愛の対象も女性という場合です。Ｇはゲイで
す。男性の同性愛者、心の性が男性で恋愛の対象も男性。Ｂは
バイセクシュアル、両性愛者と言います。恋愛対象が女性にも
男性にも向いているという場合です。Ｔはトランスジェンダー
体の性は男性でも心の性は女性というように身体の性と心の性


