
  
 

 

 

 

 

2021-22 年度   会長：服部城太郎  幹事：鈴木弘毅 
事務所：逗子市桜山 6-3-29  TEL＆FAX：046-873-0226     E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp   

例会場：「カンティーナ」 逗子市新宿 1-3-15 TEL：046-870-6440  Website: http://www.zushi-rc.com/  

例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30 第 3 木曜日 18:30 第 5 木曜日 18:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ジェンダーサイエンス” 

先日、NHK スペシャルのジェンダ 

ーサイエンス 「月経 苦しみとタブー 

の真実」という番組を見ましたが、 

正直、知らなかったことばかりで、 

目からうろこが落ちる思いでした。 

番組に出ていた女性タレントは、1 

か月の間で調子がいいのは 1 週間のみ。残りの 3 週間

は、気分がすぐれなかったり、異常に眠くなったり、食

欲が出たりして、本調子になれないとのこと。月経によ

る労働損失は年間 4900 億円と言います。女性は苦労

しており、実際に生産性にも問題が生じています。 

月経がある動物は少なく、ヒト・一部のサル・一部の 

コウモリやネズミだけのようです。 

そもそも、女性の一生における月経の回数は、古来 

50 回くらいで、今はそれが 450 回と 9 倍に増えてい

るとのこと。アフリカの女性はいまでも初潮が 14 歳で、

20 歳で初産し、それから 6 人の子ども産みます。出産

と母乳を与える時期は生理がないので、6回も出産があ

ると、人生における月経の回数は大幅に減ります。ま

た、先進国の初潮は 11 歳くらいですが、それは栄養状

態が良いから早いので、アフリカは 14 歳くらいと遅い。

さらに、アフリカでは月経が止まるのが 40 歳くらいと、

日本の 50 歳代に比べて早く終わります。出産数が多い

と早く生理が終わり、出産数が、０～２回くらいの日

本は、長く生理が続くとのこと。これで、人生におけ

る生理数は 50 回と 450 回という違いがでるそうです。 

この 450 回もの月経の回数が、女性の体に負荷を与 

え、子宮内膜症などの病気が増え、人間の誕生以来女

性の月経は人類が経験したことのない“異常事態”と

なっているそうです。 

これまで、女性の生理の話は、タブー視されておりま 

したが、時代は変わっています。以前は、女性が生理

で調子が悪く、上司の不興を買って会社を辞めるなど

という話もありましたが、今なら確実にセクハラ＆パ

ワハラで、逆に、上司が辞めさせられる時代です。 

少子高齢化社会で、非常に重要な役割を果たすのは女 

性です。ぜひ、女性の問題を理解して、皆が Win―Win

で、楽しく働き、生産性を上げられるようになるとい

いと思います。

 予  定 

11 月 25 日(木) 
12:30「グローバル補助金申請に向けて」

中村眞英財団補助金委員会副委員長 

12 月 2 日(木) 
12:30 年次総会 役員・クラブ管理 

運営上半期報告 下半期計画発表 

12 月 ９日(木) 
12:30 奉仕プ・広報・会員増強・R 財

団関係上半期報告・下半期計画発表 

12 月 16 日(木) 忘年会（予定） 

12 月 23 日(木) 休会 

12 月 30 日(木) 休会 

1 月 6 日(木) 休会 

since 1962 

第 2851 回 例会プログラム（ハイブリット） 

18:00 開会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

ロータリーソング斉唱 

来訪者 （ゲスト・ビジター） の紹介 

会長の時間：服部会長  

幹事報告：来信・告示事項 

委員会報告： 

出席報告： 

ニコニコ BOX 発表： 

18:30 「60 周年記念式典に向けて」 

村田実行委員長 各委員長 

19:00 閉会宣言 匂坂 S.A.A 

点 鐘  服部会長 

2850回 例会記録 2021年 11月 11日（木） 

第 2851 回例会 

2021年11月18日 

11 月 11 日 服部会長の時間 

WEEKLY REPORT  2021-22 年度 № 18 

出席報告：会員数 43 名 出席者 26 名 60.5％ 

幹事報告：・ガバナー月信 

・会長幹事会報告 

表彰：ロータリー財団 ポールハリスフェロー： 

徳永会員・岩佐会員・松田(元)会員 

 マルチプルポールハリスフェロー：河野会員・ 

畠中(元)会員 

 

・ 

 

http://www.zushi-rc.com/


加藤慶一氏(一般社団法人 Regional Sports) 

１９８４年生まれの 37歳、鹿児島県枕崎出 

         身。実家は酒造業を経営、子どもの時から水泳 

         が得意で以来 30 年間水泳実技を続けています。 

慶應義塾体育会水泳部出身。高校時代は、国体 

に 2 度出場。 

初島～熱海の遠泳 12ｋｍを泳ぐイベント（3 時間 30 分）に参

加し、熱海を目指しひたすら泳いでいると熱海のホテルが見えてき

ました、その時に今生きているんだと実感し、人生を豊にするには、

ベンチャー企業の企画や人事だけではなく、人間が生きているとい

う生命力に興味を持ち、2019 年逗子に魅了されて移住。この地

域の最大限の魅力を味わって頂けるアクティビティの機会を提供出

来るプロジェクトを推進しています。 

アクティビティのテーマである「生きる力と、幸福があふれる社

会を創る」これは、ロータリーのテーマ、「人生を豊にするために」

と共通しています。運動を通して身体と心が健康な人を増やすとい

うビジョンを揚げて活動をしています。 

逗子の素晴らしい自然環境を活かした様々なイベント、例えば

「逗子の魅力を歩いて、走って探し回ろう！」をコンセプトにした

在住者や移住者を交えてコミュニケーションを図りながら、逗子市

内に設置された様々な「スポット」を、マップとヒントを頼りに探

し回って頂きます。歩くのも走るのも、スタイルは自由。逗子の魅

力をたっぷりと味わって頂けると思います。（リージョナル ラン

ニング） 

スポーツを体験する・習う・学ぶ・挑戦する、 

この会のポイントはアテンダー（飲み会の幹事 

的な役）に多く参加してもらう事です。アスリ 

ートのようなすごい人より、ちょっと好きな人 

に向いています。ロータリーの皆さんも健康維持の為に良い汗を流

しませんか？              （担当：松井一郎） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部君…加藤様、よろしくお願いいたします！ 

匂坂君、横山君、大野君、山本君、矢部君、 

菊池君、古畑君、清水恵子君…本日は卓話宜し

くお願い致します。 

松井君…逗子アクティビティーズのお話、加藤

慶一様、よろしくお願いいたします。 

森澤君…久しぶりのリアル例会です。 

鈴木弘毅君…加藤さんよろしくお願い致します。 

三宅君…今日も楽し。 

 

臼井君…江の島と富士山が良く見えます。 

鈴木安之君…腰が痛くて。年寄りだね～。 

稲垣君…風がすごいですね！加藤さん、卓話よ 

  ろしくお願いします。 

村田君…風が強いね。 

橘 武君…コロナ飲み薬：調達されましたが未 

承認薬がサイト内で販売横行しています。

必ず私や、かかりつけ医に相談し、購入を

お願いします。 

ニコニコＢＯＸ本日合計 ￥３０，０００   累計 ￥５８７，０００ 
 

 

卓話     「逗子アクティビティーズ 」 

11 月のお祝い （敬称略） 

誕生・結婚記念日 

本 人：村田典昭 

パートナー：村松洋子（邦彦） 

西久保篤志（涼子） 

結婚：石田 隆 美恵子、 

山本由夫・康子、 

河野征一郎・富美子、 

村松邦彦・洋子 

村田典昭・正美 

桐ケ谷覚・和子 

横瀬元治・啓子 

清水惠子・武壽 

山科 誠・千春 

稲垣 正・高栄 

ロータリー財団 表彰 
認証の種類（よく使われる） 

ポールハリスフェロー：認証ポイン

トの合計が1,000ドルに達した個人

に贈られる認証 

マルチプル・ポール・ハリス・フェ

ロー：マルチ 1（2000 ドル）から

8 までの認証が、1,000 ドル毎に累

計 9,000 ドルまで 

メジャードナー：寄付の分類に関係

なく寄付の累計が 10,000 ドル、年

次基金/ポリオプラス/恒久基金/指

定寄付 の累計に達した会員。 

 

ポールハリスフェロー

ペーパーフォルダー 

と、石のないピン 

マルチプル－1 

ブルーストーン 1 

のピン 


