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２０１７-１８年度 

第２６０７回 
平成２９年１０月２７日（金）点鐘１２：３０ ≪晴れ≫ 

 

◆ロータリーソング『それでこそロータリー』 
◆四つのテスト ～言行はこれに照らしてから～ 
  １．真実か どうか 
  ２．みんなに公平か 
  ３．好意と友情を深めるか 
  ４．みんなのためになるか どうか 

◆お客様紹介                 

◇本日のゲストスピーカー 

  一般社団法人ハンドメイド石けん協会理事 

  ㈱リベレーション  代表取締役  小知和 ゆう様 

◇卓話者ご紹介者   向後 恵里様 

◇千葉ロータリークラブ  國吉 晃甲様 

◆会長報告          小林 透直前会長 

本日は、向後会長がお休みということですので、代理を

させていただきます。宜しくお願い致します。 

◆米山記念奨学会より感謝状伝達         

◇第５回米山功労者   斎藤 昌雄会員 

◇第３回米山功労者   鈴木 美津江会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

      （斎藤会員  小林直前会長  鈴木会員） 

◆委員会報告                  

親睦活動委員会より 

≪忘年家族例会開催のご案内≫ 

日時：１２月１６日（土）点鐘１８：００ 

 

会場：オークラ千葉ホテル 

 大勢の皆様のご参加をお待ちしております。 

職業奉仕委員会より（植松省自委員長） 

≪職場訪問例会のご案内≫ （貸切バスで移動） 

 日時：１１月２４日（金）千葉駅 10：15 発 蘇我駅 10：30 発 

場所：千葉火力発電所（例会・昼食）～鈴木食品㈱  

※出欠表がテーブルにございますので、参加の有無を

ご記入ください。多くの方の参加をお待ちしております。 

 

親睦活動委員会より（斎藤昌雄委員） 

≪グルメの会ご案内≫ （貸切バスで移動） 

日時：１１月２４日（金）千葉駅 15：30 発 

場所：中勢以・内店（文京区小石川） 

※職場訪問の後、第 1 回目のグルメの会を開催します。

但馬牛の熟成を専門にしているお肉屋さん、中勢以さん

を予約しました。今までと違った食べ方で皆さん感心さ

れると思います。是非ご参加いただきたいと思います。 

 

◆幹事報告           水野 浩利幹事  

①本日、社会奉仕委員会の酒井委員長が欠席のため、

代わってご報告させていただきます。皆様のお手元にひ

かり学園への支援活動についてというご案内しておりま

す。「いきいきフェスタ TAKO」でのバザーを行うという内

容です。物品は、酒井委員長まで、大きなものであれば、

武藤園長に直接ご連絡いただければ取りに来ていただ

けるそうです。皆様の多大なるご協力をお願いいたしま

す。１１月１０日・17 日の例会日までにお願い致します。 

 

②来週の金曜は祭日ですので、例会は休みとなります。 

 

③２０１８年２月７日（水）にインターシティーミーティング

が開催されます。講師として、ロータリーの友の元編集

長の二神典子氏にお願いしようと動いております。スケ

ジュールを空けておいていただきたいと思います。 

 

➃２０２０‐２１年度のガバナーノミニーデジグネートの発

表がございました。一昨年勝浦ロータリーに移動例会で

お邪魔しましたが、そのときの女性会長、漆原摂子さん

がノミネートされました。次は勝浦ロータリーを招いて例

会を行えたらと思っておりますので、宜しくお願いいたし

ます。 



◆ニコニコボックス報告             

≪向後 保雄会長・水野 浩利幹事≫ 

秋も深まってまいりました。 

先日の親睦旅行へご参加の皆様お疲れ様でございま

した。 

さて、本日は、議会で所属する常任委員会視察で欠

席させていただいております。申し訳ございません。 

ゲストスピーカーとして小知和（こちわ）ゆう様をお招き

しております。ミャンマーの女性の自立支援について卓

話をしていただきます。宜しくお願い致します。 

≪斎藤 昌雄会員≫ 

 米山梅吉記念館訪問によって、米山に対する理解を

深めることが出来ました。途中のバスの中での廻会員に

よる米山ミニ講座、五十嵐会員と普天間会員の千葉氏

紙芝居のデモストレーションも良かったです。今回の旅

行の手配をされた水野会員、とても楽しいバス旅行にな

りました。 

有難うございました。 

≪鈴木 美津江会員≫ 

 先日は、旅行にご協力賜り、有難うございました。少し

雨に降られましたが、有意義な２日間を本当に有難うご

ざいました。感謝致します。 

 明日、千葉駅西口にアルポンテデュオというイタリアン

バーを開きます。不慣れですが、少しずつ頑張ります。

よろしくお願いします。 

≪吉田裕成米山委員長・竹尾白副委員長・橋口徹委員≫ 

 この度の「米山梅吉記念館訪問及び親睦旅行」は、大

変楽しく、本当に素晴らしい旅行でした。ご一緒いただ

いた皆様、有難うございました。また、若い会員さんたち

の機敏で気の利いたご対応をいただき、心より感謝申し

上げます。 

 今後も米山活動におけるご協力、宜しくお願い申し上

げます。 

 

 

◆出席報告 (会員数４８名)              

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい。 

演 題⇒ 「石けん協会が取組んでいる 

           ボランティア活動について」 

卓話者⇒ 一般社団法人ハンドメイド石けん協会理事 

      ㈱リベレーション 代表取締役 小知和 ゆう様 

 
 
 
 
【一般社団法人ハンドメイド 

石けん協会について】 

東日本大震災により、多くの人

が物の大切さや暮らし方を見つ

めなおした 2011 年に手作り石け

んの正しい普及啓蒙活動、石け

んを通じた社会貢献を旨として 4

人の発起人により創立。その後、2014 年に法人として一

般社団法人を設立。 

 

【設立当初より４つの公約】 

１．手作り石けんを、法を遵守して安全に普及する。 

２．手作り石けんを、一つの文化として普及する。 

３．手作り石けんを通して、社会に貢献する。 

４．手作り石けんの材料や製法を研究し、未来の子供

たちのために、データを残す。 

 

リーフレット参照： 

１は、法を遵守して安全に普及するについては資格制

度の制定 

２は、手作り石けんを、一つの文化として普及するにつ

いてはデザイン石けんコンテストを開催し、４の手作り石

けんの材料や製法を研究し、未来の子供たちのために、

データを残すについては、２年前より、手づくり石けんを 

犬にも役立てることを、阪大と学術研究提携をし、毛艶

や獣臭の改善研究を行っている。 

３の社会貢献は国内と海外の２つの活動をおこなってい

る。 

国内→ 現在全国に１１支部、そして、２本部直轄が

できており、上位資格者と支部活動と連携し、石けんを

通じて体験型ボランティア活動を行っている。 

テーマは 「地球の未来のために、私たちの生活環境を

石けんを通じて考える」 

 

【実際の活動】 

１．園児や小学生であれば、石けん粘土の作品を作りな

がら、水や海の環境の話をする。 

２．小学校高学年以上の皆さまや PTA などでは、ペット

ボトルを振ってどのように石けんができるかを体験して

もらい、環境の話をする 

 

 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 20,000 円 累計 130,000 円

金の箱 629 円 累計 6,235 円

出席者数 

２９名 

欠席者数 

１９名 

ﾋﾞｼﾞﾀｰ  

３名 

10/13 修正出席率  

６４．５８ ％ 

千葉ＲＣ 月  三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 11/14・11/21 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 11/14・11/21 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ

新千葉ＲＣ 水 11/15・11/29 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 11/29 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 11/16 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 11/30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



本日、卓話の機会のご縁を結んでくださいました、向

後恵里さんは、当協会の上位資格者でボランティア委員

会の中心メンバーでもあり、お嬢さまは、この体験をして

くださり、その時のペットボトルを本日ご持参くださいまし

た。 終了後にぜひ展示をご覧ください。 

 

今年度はすでに４月から本日までに幼稚園、小学校

または児童館などで６件が終了し、今週神奈川県の高

校で１件の活動の実行を残すのみ。 

手作り石けんの良さや環境について国内で伝える活

動の中で、一方、世界にはまだ石けんを見たことのない

国の人がいること、たった一つの石けんを届けることで、

小さな命を助けることができることを知り、私たちはボラン

ティア活動をアースソープアクションと名付けて地球と私

達の未来のため、石けんづくりを楽しむだけでなく、石け

んを必要としている国の人々の環境について深く考え、

私達にできる使命を実行。 

 

私たちにとって日用品である石けんも、アフリカ諸国を

はじめとする発展途上国の人々にとっては半日分のお

給料に相当する。日本円に換算すると、約６千円以上す

る高級品で（※2015 年 1 月現在）石けんが買えず、衛生知

識もないため、手を洗うこともできないまま感染症や下痢、

寄生虫で命を落としてしまう子供たちが、全世界で２００

万人いるといわれている。 

そこで、ホテルから産業廃棄物として捨てられてしまう

石けんを「NPO 法人ハッピーステップス」と障碍者支援

施設「社会福祉法人さやま大樹作業所」との協力で、都

内のホテルから回収、再加工し、石けんを必要としてい

る子供たちのところに届ける活動をスタートするが、海外

支援をするためには、多額の資金が必要 

 

１．機械の購入や手間賃、回収、倉庫代、海外に送る

ための資金 

２．協賛いただいたホテルや事業所から預かった石け

んを受け取り、手に合った状況で配布するための加

工費など 

３．石けんを通じたボランディア活動の枠で、一般企

業や他の環境、エコ、ボランティア団体と一緒に活

動するための資金 

４．Earth Soap Action をより一層普及させるためのテ

キスト・WEB などのメディア作成資金 

 

など1連の費用がかかるため、Earth Soap Fundと名付

けて寄付をいただいている 

  

もう一つの海外活動として、ミャンマーで女性のための

職業支援として国家事業として行っている生糸生産で今

までは捨てていた、蚕が最初に吐き出す固い糸『きびそ』

を購入することと、石けんづくりを指導し、女性の自立支

援と彼女らが収入を得るまでの支援と国を豊かにするこ

とに協力しおり、「きびそ」を購入することで、彼女たちは

作るための材料や道具を購入。 

（現地での様子をパネルに、作られている石けんの展示 

昨年は、３９万円の石けん収入があったと報告を受け、 

そのお金で彼女たちのユニフォームや普段は寮生活の

彼女たちが水かけ祭りで帰省する際のボーナスとして渡

すことができた。 

また、当協会では、毎年５月４日を Earth Soap Day（ア

ースソープデイ）と制定。 

理由その１→ 語呂合わせで「ごしごし洗う」「ごしごし」 

理由その２→ 5 月 4 日、この日は「自然に親しむとと

もにその恩恵に感謝し、豊かな心をはぐくむ」日と定めら

れているので「手も地球もきれいに」という意味をこめて、

国民の祝日である、みどりの日を「石けんを通じて地球

環境についても考える日」とした。 

 

次年度は、この日アースファミリア石けんを製作し、そ

の石けんを販売してボランティア活動の経費の一部とす

る計画。培った経験を知恵に変えて、信頼と絆を活かし、

きちりと社会貢献ができる協会であり続けたいと思ってい

る。 

 

私どもの活動について、皆さまのご経験からご助言を

いただければありがたく思います。 

本日は卓話の機会を与えて頂き、ご清聴いただき誠

にありがとうございました。深く感謝申し上げますとともに

最後に、私の信念「愛は絶ゆることなし」を皆様にお伝え

して、卓話を終了させていただきます。 

 

 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

第２６０８回例会 

日 時⇒ 平成２９年１１月１０日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 新会員卓話   水嶋 和彦会員 

第２６０９回例会 

日 時⇒ 平成２９年１１月１７日(金) 点鐘１２：３０ 

卓 話⇒ 『Teach For Japan の挑戦 

        ～「教室」から社会を変える～』 

       認定 NPO 法人 Teach For Japan 

      代表理事  白田 直也様 

 
＜会報当番：普天間 操＞ 


