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§ ロータリーソング「我らの生業」 

 

   

 みなさんこんにちは。 

8月に入会予定の 関 夫美（ふみ）様がオブザーバーとしてお見えになっております。 

ごゆるりとご歓談ください。皆様、よろしくお願いします。 

今週も引き続き、西日本集中豪雨被害の義援金のご協力をお願いしております。伊東ガバナ

ーから会員一人 1,000円以上のご協力となっております。何卒(なにとぞ)ご理解いただき、ご

協力よろしくお願いいたします。 

本日の会長の時間は、ロータリーにおける女性会員の誕生についてお話ししたいと思います。 

ロータリーが 1905年に誕生して 113年経ちますが、女性会員の誕生からは、まだ 29年の歴

史しかありません。実は、1989年まで、RI(国際ロータリー)の定款と細則には、ロータリーク

ラブの会員身分は、「男性に限る」と記されていました。 

この女性会員誕生のきっかけとなった事件が、1978年、米国のデュアルテ・ロータリークラ

ブで起こります。このクラブが、3人の女性に入会をすすめたところ、RIの理事会は、RIの定

款に違反したとして、クラブの加盟認証を取り消してしまいました。 

これに対して、このクラブは、職場や公共施設における あらゆる形の差別を防止するとい

う市民権法に対する違反であると主張し、RIに対して訴訟を起こしました。結果は、「女性を入

会させたというだけの理由で加盟を取り消すことはできない。」という、デュアルテ・ロータリ

ークラブの立場を支持する判決を下しました。 

また、1987年 5月 4日、米国連邦最高裁も、この判決を支持し、「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。」という判決を下し、女性がロータリアンと

なることを認めました。 

これに伴い、1989年の規定審議会で RI定款に変更が加えられ、ロータリーの全てにおいて「男

性に限る」の規定を削除することになりました。それ以来、世界中のクラブや地区で女性が会

員となり、リーダーとして活躍しています。 

 

   司 会・ビジター紹介   樋口 富之 S.A.A 

 

 

 

 

   会長の時間        仲田 真介 会長 
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ちなみに、日本で初の女性会員が誕生したのは、1989年、第 250地区 北海道清水 RC（これ

は、現在の 第 2500地区 清水 RC）の 松田郁子（NTT十勝営業所長）さんです。 

当クラブも女性会員が 4名、来月から 5名となります。益々、女性の活躍する場所が増える

のはいいことだと思いました。 

本日は、市川会員の新入会員卓話と熊倉会員による「ポリオについて」となっています。 

よろしくお願いいたします。 

 

 

   §新入会員（長 英明さん）推薦告知に対して異議申し立ては有りませんでした。   

    §8月 7日、関 夫美さん、長 英明さんの入会式を行います。 

§7月 27日、地区親善野球 代表者会議がベルヴィ宇都宮に於いて行われます。 

§2018-2019第 2550地区・地区大会本会議は 10月 28日(日)宇都宮グランドホテルです。 

    全会員登録となっております。ご参加をよろしくお願い致します。 

§本日の例会は卓話 2本立て（市川会員と熊倉会員）となっております。 

§宇都宮北 RC佐藤晃会員より、ペットボトルキャップのご寄付をいただきました。 

 

  回覧 

§ ガバナー事務所より西日本集中豪雨被害への義援金の協力依頼が届いております。 

  義援金として １人 1,000円のご協力をお願いいたします。 

§地区大会記念ゴルフ大会及び本会議のご案内が届いております。 

 

 

    

§仲田真介会長  19日の会長幹事慰労会はとても賑やかで楽しかったです。改めまして、寺田前

会長、古矢前幹事 1年間お疲れ様でした。 

§加藤紀夫会員  7月 22日(日)猛暑、酷暑の中、陽北 RCゴルフコンペに参加された皆さん、お

疲れ様でした。 

§岩﨑正日登会員 陽北ロータリーゴルフコンペで 4位に入りましたのでニコニコ致します。 

§長 正英会員  22日のクラブゴルフ大会、参加の皆様、大変お疲れ様でした。長年ゴルフをや

っていますが、これ程の熱さは初めてでした。気力で完走した感じでした。 

§古矢幸伸会員  こんにちは。先日 22日行われましたゴルフ愛好会コンペ、もの凄く暑い中、

大変ご苦労様でした。危険な暑さが続いております。無理をせずに熱中症には

気を付けましょう。 

§上杉哲也会員  暑い日が続きますが皆様体調はいかがでしょうか。先日は結婚記念のお花、あ

りがとうございました。 

§市川優子会員  西日本合災害の募金をさせていただきます。 

§杉本 勝会員  関さん、ようこそいらっしゃいました。よろしくお願い致します。 

 

多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました   今週の金額  11,000 円 

   幹事報告          薄久保 大輔 副幹事 

 

 

 

 

   ニコニコ BOX 委員会報告      杉本 勝 副委員長 
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  §7月 27日(金)知宇都宮親善野球大会代表者会議の集合時間を 17:30に訂正致します。 

 

 

   §8月 21日(火)納涼家族会の出欠確認の締め切りを 8月 3日(金)と致します。多くの皆様のご出  

席をお願い致します。 

 

 

   

    市川 優子 会員 

     

    2018年 6月 19日入会 

     推薦者：三井良春会員・熊本泰久会員 

 

     只今ご紹介にあずかりました、株式会社大登産業代表取締役の市川優子です。 

弊社の紹介と私の自己紹介をさせて頂きます。 

弊社は、先月の 6月下旬で、設立 5年目が終わり、現在 6年目を迎えております。一言で 5

年目が終わりと言いますが、ここまで来るのが大変でした。 

弊社のお客様は、8割が同業者、俗に言う横のつながりです。その中で、弊社の業務は 2つあ

ります。 

1つ目は、産業廃棄物及び、埋設物、汚染物、処理困難物の処理の商社を業務としております。

近年、世間では廃棄物の循環型、リサイクルの推進を進めており、また適正処理を行う為、各

県の処理会社、各セメント会社と基本契約を致します。 

処理会社 1つ取っても、ルールがあるので各社のルールを覚える事も大変です。そこで、弊

社の商圏範囲は、北は青森、南は熊本・大分まで、四国を含む各県になります。各県の処理会

社、運搬会社と業務提携をし、廃棄物の運搬処分を行なっております。 

5～6年前から、関東から九州地方へ処理委託することが増え、ここ 1～2年前から、弊社では

船便で東京から九州へ運搬依頼を掛けることが多くなりました。すなわち、処理先が東北地方

から中国地方、九州地方へと変わって来ている事です。 

また最近では、オリンピック関係で都市開発が進み、汚染された土壌処理の案件が増え、適

正処理のスキーム作成また、廃棄物からリサイクル製品を作り、商品販売も行っております。

今回、オリンピックを開催することで、新しい建物を建てることが極端に少なく、既存の建物

の改修工事が多く、改修工事から発生する廃棄物処理の依頼が多い現状です。 

2つ目は、環境事業に係る機械販売です。廃棄物を運ぶ車両、掘削する重機、廃棄物を分別す

る機械の販売を行っております。各メーカーと情報を共有しながら機械の販売、そこから廃棄

物の処理までつながるのです。また、廃棄物を運搬する車両は、熊本重車両の熊本社長様にお

願いし、販売協力をしていただいております。 

次に、私の自己紹介をさせていただきます。 

   地区親善野球大会実行委員会報告    古矢 幸伸 大会事務局長 

 

 

 

    ファミリー委員会報告       上杉 哲也 委員長 

 

 

 

 

   新入会員卓話 
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出身は栃木県宇都宮市です。血液型は B型、誕生日は 3月 11日、3.11です。主人、子供は上

が長男 1人、長女 1人です。最近では、4月 3日に骨折をしまして、2ヶ月入院しました。 

この度、いずみ産業代表取締役の三井様には、この会をご紹介いただきましたが、不運な事

故で入会が遅れてしまい、また度々お見舞いに来ていただき、ご心配をお掛けしました。 

先日、無事に入会式も終わり、今日を迎えられたことは、私自身気持ち的にホットしている

ところです。 

私の性格は負けず嫌い、何事にも筋を通す。根っからの B型姉御肌とよく言われます。私に

とって、女性が産業廃棄物業界に足を踏み入れることは、非常にリスクが有ると思っていまし

たが、家族、身内の協力が有ってここまで来られたと思います。 

ある同業者の会長様は、人と同じことをやっていては、商売繁盛しない。必要性のあるスキ

ームを組むことによって、視野が広がるし、仲間が増えてくる。5年先を見据えて、計画をする

事。と、ご指導いただきました。そして私の夢は、城を築くこと。城とは、工場を持つことで

す。県内には、諸先輩方の工場がたくさんございます。この県内に作るか。県外に作るかは、

情勢を見ている状況なので、近年には必ずオープンさせたいと思っております。 

私は、この会に入会出来て、自分自身磨きをかけたいと思っております。こんな私ではあり

ますが、今後とも、ご指導、ご鞭撻の程を、宜しく御願い申し上げ、私の挨拶とさせていただ

きます。 

 

 

    

   「ポリオについて」 

 

ポリオ」という病気 

ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高い病気であり、特に感染しやすいのは 5歳未満の

子どもです。日本では一般に「小児まひ」と呼ばれることもあります。ポリオウイルスは人か

ら人へ感染し、最も多いのは汚染水を通じた感染です。神経系を侵すこともあり、これによっ

て身体のまひを引き起こす可能性があります。治療法はありませんが、安全なワクチンで予防

が可能です。ロータリーとそのパートナー団体は、これまで世界中 25億人以上の子どもにワク

チンを投与する活動を行ってきました。 

     ポリオ撲滅に向けた世界的な進展は、人びとの知らないところで黙々と成し遂げられてきま

した」ビル・ゲイツ（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団共同理事長） 

感染リスクにさらされているのは？世界からポリオを撲滅しない限り、今後 10年以内に、世

界での年間発症数は 20万件に上ると予想されています。ポリオの常在国はわずか 3カ国ですが、

ポリオの発症がどこかで起きている限り、感染の危険は世界中の子どもに及ぶことになります。 

毎年 10月 24日は「世界ポリオデー」です。ポリオワクチンを開発したソーク博士の誕生日

を記念して定められたこの日の前後に、世界中のロータリークラブや地区がポリオ撲滅を目的

としたイベントを実施しています。昨年は、102カ国で 3,671件のイベントが報告されました。 

ロータリーは 30年以上前からポリオ撲滅活動に携わってきました。最近ではビル＆メリン

ダ・ゲイツ財団もパートナー組織の一つとなり、撲滅の完遂に向けて活動が進んでいます。昨

   ポリオ委員会研修報告 熊倉 学 地区ロータリー財団補助金小委員会委員長 
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年の症例数は 22件、今年はこの記事の執筆時点で 8件と、確実にポリオフリーの世界に近づき

つつあります。 

ロータリーの最優先活動であるポリオ撲滅。これを完遂させることは、世界のロータリアン

が長年夢見てきたことです。ポリオのない世界の実現には、日本も含め、ポリオが撲滅されて

久しい国々でも活動を強化していくことが不可欠です。10月 24日の「世界ポリオデー」に向け

て、グローバルな力の一部となって、一緒に撲滅活動を支えていきましょう。 

 

    パワーポイントにより解説（資料レターボックスに配布） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

日付 プログラム 時間 例会場 

8月 14日(火) 法定休会（お盆休み）   

第 1085 回 

8月 21日(火) 

夜間例会 

納涼家族会 
18：30～ ベルヴィ宇都宮 

第 1086 回 

8月 28日(火) 

招待卓話「会員増強について」 

地区会員組織委員会委員長 内山浩志様 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

 

   プログラム          髙橋 順也 委員長 

 

 

 

 

出席報告   山口 友邦 委員長 

 

会員数   35名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   23名   前々回訂正    0名 

欠席数    12名   前々回訂正率  

出席率  65.71％       79.41％ 

 

次回例会予定 

 

第 1084 回  8 月 7 日(火) 

クラブ協議会 

会員増強について：会員組織委員長 


