
第1970回例会 2017年4月18日（火）(天候) 晴れ №37 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「奉仕の理想」 

ゲスト・スピーカー  

高木麗子 様（藤沢市都市親善推進委員） 

ゲスト紹介  

大縫光宏 様（藤沢市体育協会会長） 

 張幹枝 様（藤沢法人会） 

ビジター 

 加瀬義明 様（茅ヶ崎ロータリークラブ） 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・会長幹事会にて、先日のピースウォークと IM

が無事終了しましてありがとうございまし

た、とのことでした。。 

それから後程親睦委員長から説明があります

が、5/19に合同親睦会の案内がありました。 

70～80人とのことで、なるべく出席いただ

きたいと思います。 

・先日4/16（日）に、次年度の地区研修・協

議会がありました。私は財団担当として参加

しました。今年度の寄付が2780地区で一番

高額で表彰されました。みなさんご協力、本

当にありがとうございました。 

・4/21（金）に新会員の集いがあります。対

象者は片倉会員と徳山会員です。よろしくお

願いします。 

・次年度の地区補助金事業について満額にて審

査が下りたことを会長幹事会にて報告受けま

した。山口会長エレクトお願いします。 

・本日もよろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶-  なし 

-幹事報告- 

・２017～2018年度地区役員・委員会 

平和フェロー・奨学金・VTT委員会委員長  

小柴智彦会員、同委員 林 葉之会員 

・例会変更が届いています。 

 藤沢北RC4/21(金)移動例会花苗植替え作業 

4/28(金)振替休会 4/29 藤沢北西RCとの

合同例会 

-委員会報告- 

・PETS出席と次年度会長幹事会と地区研修・

協議会出席報告  山口会長エレクト 

・合同親睦会について水川親睦委員長 

・地区補助金事業と遊行福祉祭り（4/16日）、 

 及び塩釜東RC＆大東RCの調印式への立会

（4/22土）の件  梶浦社会奉仕委員長 

・出席報告     狩野出席副委員長 

・スマイル報告  田中繁ｸﾗﾌﾞ管理運営委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 なし

配偶者誕生日 村上英恵様(村上進会員配偶者) 

-卓話- 

「中国における女性の人権について」 

 高木麗子様（藤沢市都市親善推進委員） 
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-スマイル-       

田中繁クラブ管理運営委員長 

【加瀬義明 様 茅ヶ崎 RC】 

本日はお世話になります。 

【張幹枝 様】 

本日はお招き有りがとうございました。

【石田能治 会長】 

高木様、本日の卓話楽しみにして居ります。よろ

しく、お願い致します。 

【林葉之 幹事】 

高木様、本日はお忙しい中藤沢東ロータリークラ

ブにお越しいただき、ありがとうございます。本

日の卓話、楽しみにしております。宜しくお願い

致します。加瀬様、おおぬい様、張様ようこそお

いでくださいました。 

【山口俊明 会員】 

高木麗子様 本日、卓話よろしくお願い致します。

大縫光宏様、張幹枝様、加瀬義明様ようこそいら

っしました。 

【吉田新一 会員】 

茅ヶ崎 RC の加瀬様、そして張様、体育協会会長

の大縫様、本日は御多忙中にも拘らず、お越し頂

きありがとうございます。高木様、本日の卓話よ

ろしくお願いします。 

-本日のゲスト- 

張幹枝 様 

-委員会報告-  

PETS出席と次年度会長幹事会と地区研修・ 

協議会出席報告     山口会長エレクト 

「3/14（火）PETS（会長エレクトセミナー）

に出席しました。RI 会長エレクトの方針と大谷

ガバナーエレクトの方針について学びました。 

その後に次年度会長幹事会を経て、4/16（日）

に地区研修・協議会があり、当クラブから 13

名の方が参加して頂きました。朝早くから

19:30まで、本当にありがとうございました。 

2017～2018年度地区方針 

6大重点項目のうち「マイロータリー」から

「クラブセントラル」で８項目を登録達成する

とRI会長賞を受けることができます。5/9（火）

のクラブ協議会でこれについて協議していき

たいと思いますのでご協力願います。 

「マイロータリー」のアカウント登録をお願

いします。当クラブは最低登録数ですが、平均

登録率の 18％以上を目指してみなさんのご協

力をお願いします。 

-委員会報告-  

合同親睦会開催について 水川親睦委員長 

「先週もご案内しました 5/19 金に藤沢８ク

ラブの合同親睦会を開催致します。17:30 受

付で、クリスタルホテルにて行います。内容は

カラオケ・のど自慢大会等です。4/20（木）

まで出欠のご連絡をお願い致します。」 

次年度地区補助金事業及び遊行福祉祭り、塩釜

東RC＆大東 RC調印式立会の件 

梶浦社会奉仕委員長 



例えば香港の新行政長官になった「林鄭月娥」

（59）さんは、「鄭月娥」さんが「林」さん

と結婚して「林鄭月娥」さんになったことが分

かります。 

中国では 1949 年 10 月「女性は半分の天

下を支えています」「女性は名前をそのまま保

ちます。結婚したら夫婦で話し合い、世帯主に

もなれます。当時の中国では女性の力を借りな

いと生活ができない状態もありました。（新中国）

今は中国では「一人っ子政策」で子どもは一

人が原則ですが、私の時代は３人まで大丈夫で

した。もっと前は沢山でも大丈夫な時代があり

ました。最近では「「一人っ子」政策が解禁さ

れ、「二人っ子」許されるようになりました。 

一人っ子は名前は自由に決めれます。一人っ

子同士が結婚して生まれた子供の姓を奥さん

の方を名乗らせると、家族同士の喧嘩に発展し

ます。そういう事例が沢山でてきて離婚になる

こともあります。 

中国では女性も男性と同じ権利を与える代

わりにずっと仕事を続けなければなりません。

社会的には男女の雇用条件は完全に平等とい

うまではいかないですが、他の国と比べると男

女間の格差は小さいです。 

男女平等が実現しましたが、高度経済発展を

果たして、今最近の中国では「専業主婦」が増

えています。特に裕福な家庭の奥様は、仕事を

せずに海外旅行やスポーツクラブ通い、ホテル

のランチ等を楽しんでいます。中国では「専業

主婦」が憧れの代名詞になっています。その背

景は中国の経済発展に伴い、お金持ちが増えた

ことがあります。 

私が日本に来たときは、日本ではの奥さんほ

とんど専業主婦でした。お父さんの稼ぎで一家

を養っていました。男女平等について言えば国

の経済的な発展状態が関係すると私は思いま

す。みなさんはどう思いますか？ 

最近は日本でも夫婦別姓が話題になります

が、私個人的には日本の夫婦の同姓が良い環境

では、と思います。 

-卓話者紹介- 

大縫光宏様（藤沢市体育協会会長） 

「高木麗子さんは日本在住35年になります。 

中国語の通訳として藤沢市職員です。私も所属して

います都市親善委員会の推進委員として姉妹都市

昆明市との橋渡しに尽力され、レディオ湘南でも中

国語講座を受け持つなど活躍をされています。」 

今日はお招き頂きましてありがとうございます。

東ロータリークラブの方々の前でお話しさせてい

ただくのは初めてです。高木麗子と申します。 

中国上海生まれで日本在住は長いんですけれど

も子どもたちに「変な日本語」だと今でも言われて

います。今日も緊張で変な日本語になるかもしれま

せんが、よろしくお願いします。 

          ・ 

今日は先程紹介して頂いたように「中国の男女の

人権について」のお話しです。 

まず、中国では夫婦別姓であることは今の皆さんは

御存じだと思います。私が日本に来た当時は、知ら

れていない事でした。来日後初めて家族関係を記載

したら「お母さんは『内縁の妻』ですか？」と担当

の女性から聞かれました。当時の私は「内助の功」

の意味と誤解して「まあ、そんなところです」と答

えました。 

 それから、周りの方は「リンさんのお母さんは凄

い美人でしょう。内縁の妻でも 3 人の子どもを産

んで凄いですね。」と言われました。私は「お母さ

んとお父さんは結婚しています」と答えたのです

が、上司など「それ以上はプライバシーの問題」と

の雰囲気で気を遣っている状態でした。 

 今では台湾、香港などの中華圏では結婚した場合

に夫の名前を前に入れるなどの記載もしますが、中

国大陸の方では夫婦別姓のままです。 

卓話「中国における女性の人権について」 

 高木麗子様（藤沢市都市親善委員会） 



新中国では、女性の力を借りなければなりません

でした。これからの日本でも女性の平等になってき

ましたが、これは女性の力をもっと必要としている

ことを表していると個人的には考えます。 

ところで、先程言ったように女性が専業主婦に憧

れている状態では、女性としては子どものこととか

家庭の事がいろいろありますので、本当に完全に男

女平等にできるかどうかは、私は自信がないという

のが本音です。 

中國の男女平等は世界的にも進んでいると評価

されますけど、実はいろいろな視点で見る事も重要

です。 

          ・ 

中國の母子手帳について 

中国では 2005 年まで母子手帳の制度はありま

せんでした。私の小さいころはポリオや麻疹などの

予防注射はありましたけれども、母子手帳の制度は

ありませんでした。2005 年から上海で日本の母

子手帳制度を取り入れて、その後北京など大都市に

少しずつ広がっていますがまだまだです。大きさは

B6サイズで妊婦さんの定期健診から出産後の赤ち

ゃんのことやお母さんの状態を記録し、子供が小学

校に上がる6歳になるまで記録が続きます。 

予防接種等の案内もあります。母子手帳が無料の

日本と違って中国では50元（日本円で約750円）

です。安くないと思われるかもしれませんが、 

子供が生まれた後に役所へ届け出ると50元が戻 

ってきます。要は保証金を取ってちゃんと誕

生の届け出をして貰うことにより「一人っ

子」政策の管理に利用されます。つまり戸籍

管理を徹底させる手段とも言われます。 

実は 2013 年 6 月 29 日にこの母子手帳

をさらに中国各地に普及させるために日本

語と中国語による母子手帳を造り、日中間の

協力協議を始めました。これは福田元首相の

貴代子夫人が進めている事業です。北京での

レセプションに中国駐日大使や中国衛生局

（日本の厚生省）のトップ達も列席して、駐

日大使は「こういった活動を通して両国の関

係改善が望めると思っています」との挨拶が

ありました。福田貴代子さんは、「母子手帳

を通じて親と子の絆、そして中国と日本国民

の絆が更に深まることを祈っております」と

スピーチしました。今も続いており、去年3

月に北京で日中母子健康手帳検討会を開か

れました。 

母子手帳はまさしく日本の文化が中国に影

響した出来事です。日本の進んだ制度が中国

を引っ張っていくことです。これは私が日本

で生活しているからかもしれませんが。 

        ・ 

私は気が強い性格ですが、日本の女性はど

うして謙虚でやさしいのかと思います。私は

憧れて日本に来ました。本当のレディ・ファ

ーストは日本人だと思います。表面的ではな

くみなさんのように偉い方々も家では奥さ

んの言うとおりにしていると思います。 

        ・ 

レディオ湘南で月曜日に中国語番組をや

っています。例えば、中国語で「おつかれさ

まです」は辛苦了！ （シンクーラ）とか・・・ 

一度お聞きいただければ幸いです。 

御清聴ありがとうございました！ 

会場：クリスタルホテル４Ｆ「パルティール」


