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 西村昌記 植田好紀 越部早絵 

2021年４月 第３週 

  

  ２０２１年４月１６日（金） No.２８４０ 

 第２８９６回 例会 

 ○ ソング「春が来た」 

 〇 卓話「創立60周年記念イベントについて」 

   和歌祭実行委員会 顧問 

           保井 元吾 様 

  

  

 ４月２５日（日） 

 ○ ソング「君が代」・「それでこそロータリー」 

 〇 和歌山南ロータリークラブ 

    創立６０周年記念例会 

     ダイワロイネットホテル和歌山 

           １７：３０～ 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか 

2020-2021年度 RI会長 ホルガー・クナーク 「Rotary Opens Opportunities 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年 ４月 ９日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５２名  ホームクラブ出席者６５．８２％ 

女性会員とその歩みについて  

1950  

RI国際大会にて、インドのロー

タリークラブが、標準ロータリー

クラブ定款から「男性（male）」と

いう言葉を削除するという審議

会への制定案を提案。 

1964  

規定審議会の議題に、セイロン

（現在のスリランカ）のロータリー

クラブから提案された、ロータリークラブへ女性の入会を認

めるという制定案が掲載される。代表議員はこれを否決。こ

のほかに、女性に名誉会員の資格を与えるという2つの提

案も否決される。 

1972  

職場で高い地位に就く女性が増えるにつれ、女性会員を

支持するクラブの声が高まる。規定審議会で、米国のロー

タリークラブがロータリーへの女性入会を提案。 

1977  

RI国際大会で、女性会員を認める3つの立法案を規定審

議会に提出することとなる。ブラジルのクラブは、女性を名

誉会員として認める立法案を別途作成。 

米国カリフォルニア州デュアルテ・ロータリークラブは、RI定

款と標準ロータリークラブ定款に反しながらも、女性の会員

を入会させる。この違反から、同クラブは、1978年3月に国

際ロータリーへの加盟を断念せざるを得なくなるが、1986

年9月に復帰加盟。 

1980  

RI理事会、インド、スウェーデン、スイス、米国のロータリー

クラブが、RIとクラブの定款および細則から、会員を「男の

人（male persons）」として言及する箇所をすべて削除する

制定案を提案。 

1983 

デュアルテ・ロータリークラブが起こした訴訟で、カリフォル

ニア州最高裁判所は国際ロータリーを支持する判決を下

す。カリフォルニア州のロータリークラブでは引き続き、男

性のみが会員の資格要件となる。1986年、控訴裁判所は

下級裁判所の判決を覆し、カリフォルニア州では男性のみ

を会員とする規定を施行できないとする。カリフォルニア州

最高裁はこの決定を退け、米国連邦最高裁判所に控訴。 

1987  

5月4日、米国連邦最高裁判所は、ロータリークラブが性別

を理由に女性を会員として拒否することはできないという判

決を下す。ロータリーは方針声明を発表し、米国のロータ

リークラブは、資格を満たす女性を入会させることができる

とした。理事会は「米国のクラブは、性別に関係なく、会員

候補者を公正に検討するよう奨励する」ようになる。 

1989  

米国最高裁の1987年判決から初めて開かれた規定審議

会で、ロータリークラブの会員は男性に限られるとするRI定

款の要件を削除するよう可決。女性は世界中のロータリー

クラブで入会が認められることとなる。 

1990  

6月、全世界の女性ロータリアンの数は20,200人を記録。

「ザ・ロータリアン」誌は、ロータリーにおける女性に関する



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

・水城幹事が体調不良で欠席の 

 為、代理で幹事報告させて頂 

 きました。 

・和歌山中ロータリー35周年記 

 念誌を各テーブルに回覧させ 

 て頂きます。 

・例会終了後、次年度理事役員 

 会があります。 

 次年度理事役員の皆様、宜し 

 くお願い致します。 

特集記事を発行。 

1995  

7月、8名の女性が選出され、地区ガバナーに就任 

2005  

キャロライン E. ジョーンズ氏が女性として初めてロータリー

財団管理委員に任命。 

2008  

カトリーヌ・ノワイエ・リボー氏が女性で初めてRI理事に任

命。 

2012  

エリザベス S. デマレイ氏が女性で初めてRI財務長に任

命。 

2013  

アン L. マシューズ氏が女性で初めてRI副会長に任命。 

2019  

ブレンダ・マリー・クレシー氏が女性で初めてロータリー財

団管理委員長となる。 

2020  

10月、ジェニファー E. ジョーンズ氏が国際ロータリーで女

性として初めて会長ノミニーに指名される。ジョーンズ氏の

任期は2022年7月1日に開始。 

女性はロータリーで活躍しており、地域社会で奉仕活動を

行う女性会員の数やリーダー職に就く女性会員の数も

年々増えています。全世界でロータリークラブへ女性の入

会が認められた1989年規定審議会は、ロータリーの歴史

上で重要な分岐点となったわけです。 

  決定の背景には、ロータリーの世界で男女を問わず多く

の人々がロータリークラブで女性の入会を認めようと数十

年に渡り活動してきたこと、またそれまでの審議会で着実

に賛同者を集めてきたことがありました。 

そしてこの決定は大きな反響を呼びました。翌1990年には

女性のロータリアンの数が2万人以上に跳ね上がったこと

は申し上げた通りです。 

 

2020年7月には世界の女性会員は277,000人を超えました

（全ロータリアンの約23％）。今後益々女性会員の活躍が

期待されるところです。 

この数から考えますと、我がクラブの女性会員は少ないで

す。 

委員会報告 

①60周年記念委員会 

 井口廣昭委員長 

4月25日の予定ですが、記念

イベントは予定通り進めてい

き ま す。例 会 は 全 て の ス ケ

ジュールを30分前倒して、お

弁当はお持ち帰りと致しま

す。 

 

②雑誌・広報委員会 

 前田耕道委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友4月号記事案内。 

⑴会長メッセージ、今後活動の主テーマ「持続可能な地球

環境の維持」⑵自己肯定感が高まる性(生)教育の模索、

2770地区宇部RC金子法子。⑶静岡大学教育連携講座、

2620地区静岡RC。⑷ガバナーのロータリー・モーメント、

フィリピンの学校環境改善事業。⑸フレンドシップ・プラザ、

世界記録更新！東京で金メダルへの夢、2700地区福岡中

央エンジョイロータリー衛星クラブ江口裕。同RC会員の道

下美里氏はブラインド・マラソンの世界記録保持者、東京

パラリンピックで前代未聞のロータリアンのゴールドメダリス

ト実現可能性大、乞応援。 

連続出席表彰 

山中 静 会員 ６０年  



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

卓 話 

「学芸員の仕事  

展覧会のできるまで」 
 

和歌山県立近代美術館 

学芸員 

 藤本 真名美 様 
 

学芸員の仕事は、外からは見えづらくイメージし難いという

方が多いのではないでしょうか。今回の卓話では、特別展

がどのようにできあがるのか、2018（平成30）年に開催した

「国画創作協会の全貌展」を例に、簡単にご紹介しました。 

「国画創作協会の全貌展」は、1918（大正7）年に創立され

た美術団体である国画創作協会を取り上げたもので、創

立会員のひとりに現在の和歌山県田辺市出身の日本画

家・野長瀬晩花がいます。各会員の出身地にある3つの美

術館で巡回展の企画がスタートし、出品候補作品の選定、

出品交渉や出品調整、調査研究、図録製作、展示造作物

の準備、広報など、多岐にわたる仕事を進めていきます。 

展覧会のオープン前には、美術専門の輸送業者とともに、

作品を借り集めて会場へと輸送し、展示作業を行います。

ここでは特に作品の取り扱いに細心の注意を払う必要があ

ります。作品を開梱し、状態をチェックして、会場での配置

を決め、壁面に固定し、ライティングをして完成です。 

オープンしてからも、各メディアからの取材対応や、イベン

トの実施等で慌ただしい日々が続きます。少しでも展覧会

を訪れる人が増えるよう、積極的にPR活動も行います。 

そして、展覧会が終わってもまだ気は抜けません。撤去作

業をして、再び作品に異常がないかチェックし、梱包して

輸送します。借用先に作品を無事に返却して、ようやく一

通りの仕事がほぼ完了します。 

特別展を担当しているときでも、それだけに集中できるわ

けではなく、これらの仕事に並行して、さまざまな日常業務

も行っています。作品の収集や保存管理、学校団体など

への教育普及活動、館外からの作品貸出への対応、所蔵

作品画像の貸出、図書資料の整理、調査依頼への対応な

ど、細かく挙げるときりがありません。 

学芸員はときに「雑芸員」とも揶揄されますが、こうした地道

な活動によって、美術作品を守り伝える役割を果たしてい

ます。和歌山県立近代美術館では、今年度も本県ゆかり

の作家の名品を全国から借り集めた特別展などを開催し

て、郷土の文化を盛り上げ、人々の心を豊かにできるよう、

努力してまいります。みなさまもぜひお立ち寄りください。 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・西村君 

事業所創立・・・金谷君 

入会記念日・・・岡崎君・嶋谷君・山中君 

皆出席表彰・・・山中君 

 

金谷君・・・東南RC50周年ゴルフコンペに参加させて頂き 

       3位に入賞させて頂き景品に素敵なアデダスの 

       ゴルフシューズを頂きました。 

       ありがとうございました。 

大山君・・・ロータリーの友情に感謝。 

岡崎君・・・少し良い事があって。 

野村君・・・コロナに充分注意してガンバリましょう！ 

嶋谷君・・・春の全国交通安全運動が4月15日までです。 

       交通マナーをアップしましょう。 

前嶋君・・・春になり老犬が体調をこわしています。 

       自分も気をつけます。 

豊田君・・・早退おわび。 

 

 

    計￥ 38,000 -  累計￥ 2,355,790 - 

４月お誕生祝 

退会の挨拶 

転勤される田中政敬会員

より皆様に退会のご挨拶

がありました。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

３月２０日（土）開催の2020年度の地区米山記念奨学生修了式に米山記念奨学生グェンティトウチャンさ

んとカウンセラーの栗本勝彦会員が参加しました。 

米山記念奨学生 2020年度修了式 


