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会 長 江上 俊彦
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代表 笠よし子様、森倉明美様にお越しいただ
きました。「生理の貧困問題」の取り組み活動
や活動目的、活動状況、実際にどのような活動
をされているのか等の話しを聞いて、当クラブ
として、どのように支援すれば良いのか、支援
体制をどのようにすれば良いか、卓話を聞いて
決めたいと思います。 以上を持ちまして、会長
挨拶とさせていただきます。
本日のお客様
千葉市民団体「ほっとはあと」
代表 笠 よし子様
森倉 明美様

皆様、こんばんは
年が明けて 1 月 3 回目の例会です。先週は、今
期 2022-23 年が始まって初めての炉辺会議が
半年経って開催できました。やっと西田さんと
事務局滝田さんの歓迎会が出来ました。本日の
千葉県のコロナ感染者数が 2383 人、重傷者数
記載なし、死亡者が 2 人との発表です。重傷者、
死亡者がほとんどいないのですが、来月 2 月 13
日までまん延防止等重点措置が行われるとのこ
とです。まん延防止等重点措置期間中は、本日
同様にリアルでの例会開催とします。私は仕事
で医療介護施設に出入りをしますが、体温確認
と消毒の実施をして施設内に入っています。一
昨年から 2 年間を経て、またオミクロン株が弱
毒性とのこともあると思いますが、皆さんがコ
ロナに慣れてきたのだと思いますが、感染力が
強く、身近にも感染者が出てきていますので、
いつ感染してしまってしまうか分かりません。
感染した場合、濃厚接触してしまった方々に迷
惑がかかることになので、非常に厄介な状況と
なりました。
コロナの影響により計画通りに行かないことが
増えていますが、早くコロナが終息して普段通
りの活動出来るようになることを願っていま
す。 本日のゲスト卓話に先月 12 月に当クラブ
チャリティーゴルフコンペで皆様から集まった
寄付金を寄贈しました「生理の貧困問題」に取
り組んでおられる「ほっとはあと」の

幹事報告
1. 行事の確認
・2/2 (水) 第 3 回千葉東チャリチィーコンペ
・2/7 (月)クラブフォーラム①会員増強
会員満足度アンケート 1 月中に提出ください
・2/12 (土) 地区会員基盤向上セミナー
セミナーにて江上会長が東クラブの会員増強
の現状を報告されます。皆さんオンラインに
て参加ください。
・2/14 会員リレー卓話 宍倉ＰＰ、西田会員
・3/5(土)ロータリー学友と繋がるセミナー
・6/12-6/16 ヒューストン国際大会
・寄付ゼロクラブを無くする。まだ、当クラブ
は目標額到達しておりません、後日各委員長
による促進を行います。ご協力の程、宜しく
お願い致します。

委員会報告
ＲYLA 委員会
鳴海寿裕 委員長
令和 4 年 2 月 2 日（土）第 45 回 RYLA21 世紀リ
ーダーシップセミナーが開催される予定でしたが
現状の感染状況を鑑み延期とさせて頂きます。
開催日は、令和 4 年 6 月 25 日（土）に決定し
概ねプログラム内容は同様となります。
宜しくお願い致します。

ゲスト卓話

こんばんは、千葉市民団体「ほっとはあと」の
森倉明美と申します。
本日デビューなので少しあがっております。本
日はお招きいただきありがうございます。
また、12 月のゴルフコンペで皆様からの温かい
支援金をいただきまして、ありがとうございま
した。皆様は、
「生理の貧困」をご存じでしたか？
経済的原因で生理用品が購入できない人たちが
多いということです。特にコロナ禍で収入減で
買えないということです。
若い世代では、やはり目に見えるところの消費
が優先され、生理用品は節約されます。また父
子家庭の子は父親にお願いが出来ないケースも
あります。重ねて、初潮を迎えても知識が無く
そのままの状態にしてしまうこともあります。
その結果、トイレットペーパー、ティッシュを

使用する。また、漏れないようにラップも使用
しているとのことです。
最悪なケース使い回しの現状も確認されており
不衛生で危険なことです。将来出産をするかも
しれない女性にとって良くない状況で、特に男
性は生理について聞くことはあまりないでしょ
うが、10 才前後で初潮を迎え閉経が 50 歳前後
40 年間で 400～500 回一生涯で 2740 日
一日当たり 8 個使用し生涯使用ナプキンは
13000 枚、約 206 万円 女性であるだけでこ
れだけの費用かかります。
日本は何ら補助がありませんがケニア、オース
トラリア、カナダ、インドでは非課税
スコットランドでは無償配布、韓国は 18 才ま
で無料配布 ニューヨーク市も国立学校生に無
料配布。近年では SDGs の貧困をなくす項目に
なるため、多くマスコミで取り上げられるよう
になりました。このようなニュースを代表の笠
がみて千葉市に支援団体がない現状を問題に思
い 6 人で立ち上げることになりました。
当初は何もわからず、同様の支援団体が印西に
あり参考にし活動をしております。
具体的には、ナプキンを包んで箱に入れ、公共
施設、学校等設置する方法です。
しかしながら、いくつかの高校、専門学校にお
話をしましたが設置いただけませんでしたが、
私立飛鳥未来高校の学長さんが興味を持ってい
ただき、初めての設置場所となりました。
また、公共施設に関しても次々と設置いただき、
千葉市全区 11 施設のトイレ 47 か所に設置さ
せていただいております。現在はサポーターの
方も増え梱包も人海戦術で皆さん楽しんで作業
していただいております。
行政に於いても災害備蓄品を無料配布していた
だけるようにもなりましたが、それを取りに設
置場所まで交通費を費やし取りに行くことは非
常にハードルが高いことであり、また、学校も
保健室等に置いてあるため、非常に使用率が低
い状況でしたが、都立新宿高校の取り組みで
トイレに置くようになり、使用数が半年間で
400 個使用され、全都立高校 250 校でトイレ
に置かれるようになりました。
昨年関係団体とのフォーラム（約 100 名）現在
の子供達、女性の情勢の報告に涙される参加者
も多くいらっしゃいました。
この問題は貧困の一部のであり根深い問題であ
ります。最近は、地域新聞やメディアにも取り
上げていただき生理の貧困はもう女性だけの問
題ではなく、男性の皆さんの協力も必要です。
多くのロータリークラブの中でいち早く私たち
の活動に理解いただき心強く思いこの輪が広く
大きくなることを望んでおります。
今後の目標は、日本全国のトイレに当たり前の
ようにナプキンが設置されている世の中を目指
し、多くの女性が不安な日々から解放される活
動をしていきます。
本日は、貴重な時間ありがとうございました。

本日は、ありがとうございました。
次回、第三回千葉東ロータリークラブチャリティー
ゴルフコンぺは 2 月 2 日に開催されます。第四回は
4 月 4 日（水）姉ヶ崎カントリー倶楽部にて予定して
おります。ご参加お待ちしております。

本日は、中華でございます。

ニコニコ BOX
宍倉会員
今年もよろしくお願いします。ほっとはあとの笠
さん卓話ありがとうございます。これからも頑張
って下さい。
江上会長
代表笠さん、森倉様ゲスト卓話ありがとうござい
ました。
坂下幹事
笠さま、森倉さま本日はありがとうございまし
た。
合計 10,000 円
計 302,000 円
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