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水と衛生月間

３月 17日（金） ３月２４日（金） ３月３１日（金） ４月７日（金）

セブ帰国報告 卓話 ロータリー森例会 理事役員会１１：３０ 

和田 了司君 志水ひろみ君 １２：３０～ 卓話

例

会

予

定 野浪 正毅君
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クラブテーマ

ロータリーの森

本日のプログラム

司会   杤本 正樹君

・点 鐘            伊藤  純君 

・ROTARY SONG 「われら日本のロータリアン」 

・今月の歌     「春一番」 

・ビジター紹介         伊藤  純君 

・食事・歓談

・委員会報告

・祝 福

・卓 話            加藤 将人君

・幹事報告           成瀬 浩康君 

・点 鐘            伊藤  純君 

今月の歌 

春一番 

雪がとけて川になって   流れて行きます 

つくしの子が恥ずかしげに 顔を出します 

もうすぐ春ですねえ ちょと気取ってみませんか 

もうすぐ春ですねえ    恋をしてみませんか 

今月の祝福

会員誕生日

1日 川瀬 治通君    1日 小野寺 誠君

5日 松尾 隆徳君   31日 河村 哲也君 

結婚記念日

4日 和田 了司君    5日 伊藤  純君 

6日 成瀬 浩康君    6日 藤川 誠二君

6日 加藤 将人君   16日 梅村  守君 

18日 風岡 保広君   21日 日比 雄将君 

26日 北  健司君   26日 速水 敬志君 

夫人誕生日

8日  杉山 考明君・美貴子さん 

10日  伊藤 一裕君・春美さん 

27日  大原 泰昭君・玲子さん 

２０１７年３月１０日（金）２３１４回（３月第２例会） 

29日  加藤久仁明君・晴美さん 

アテンダンス表彰 

１ヶ年    小柳出和文君

１ヶ年    藤川 誠二君 

先週の記録 

会長挨拶      会長   伊藤  純君 

会長挨拶させて頂きます。２８日は福祉の集いの

会議に出席してきました。去年実施された「福祉

の集い」では、天候にも恵まれ大勢の参加者が有

ったようです。今年は 11月 11日（土）に計画さ
れております。

25日（土）には松尾隆徳会員の旭日小綬章受章祝
賀会が当ホテルにて盛大に開催されました。大勢

の参加者が駆け付け、お祝ムードの中終えました。

その足で松山小学校に向かい、23年前にもロータ
リーから優勝旗を寄贈していた同じサッカー大会

にて、優勝チームにロータリーから優勝旗と、メ

ダルを授与致しました。試合での父兄の応援も凄

く、寒さを忘れる程の熱気でした。メダルは少年

達にも大変喜んで頂けました。

それから、来週よりあしなが事業でセブに行って

きます。

セブに行かれる予定の皆さん、前に出てきて下さ

い。

１枚写真を撮ってもらいましょう。

幹事報告        幹事   成瀬 浩康君 

9回理事役員会 

下記の審議事項につきましては全て承認可決され

ました。 

会      長 ：伊藤  純 例 会 日 ：金曜日 12:30～13:30 

副  会  長 ：社本 太郎 例 会 場 ：ホテルプラザ勝川 

副  会  長 ：宅間 秀順 事 務 局 ：春日井市鳥居松町5-45 

幹      事 ：成瀬 浩康  Ｔ Ｅ Ｌ ：（0568）81-8498 

会報委員長 ：加藤 宗生 Ｆ Ａ Ｘ ：（0568）82-0265 

Ｅ- mail ：Ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp



第 1号議案：開始貸借対照表並びに 2月度収支決

算承認の件 

第 2号議案：わいわいカーニバル協賛の件 

第 3号議案：雨にも負けずプロジェクト協賛の件 

第 4号議案：クラブ内規改正の件 

第 5号議案：日帰り旅行・ＩＤＭの件

クラブ行事

＊3月 21日：パスト会長会 18：00 ソレイユ       

地区行事 

＊5月 26日：3ＲＣ合同理事役員会 18：30 

名古屋栄東急ＲＥＩホテル 

次週予告 

＊3月 10日：祝福 

      卓話 加藤 将人君 

◎例会変更のお知らせ 

名 古 屋 北 ３月２４日（金）３月２２日(水)１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名古屋丸の内 ３月２３日（木）３月２４日（金）１７：００ 

   ＲＣ ＩＭの為 東急ホテル 

名 古 屋 葵 ３月２４日（木）３月２２日（水）１８：００ 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

名 古屋守山 ３月２２日（水） 

   ＲＣ 合同例会の為 東急ホテル 

小 牧 ３月２２日（水）３月２２日（水）１２：３０ 

   ＲＣ 職場例会の為尾張中北消防司令センター 

出席報告 委員長 大橋 省吾君 

会員 59 名 欠席 22名 出席率 62.7% 

先々週の修正出席 欠席 2名 出席率 96.6% 

ニコボックス報告    委員長   速水 敬志君

○ガールスカウトの皆さんをお迎えして

                伊藤  純君

○ガールスカウトの皆さんご苦労様です。

                近藤 太門君

○卓話させて頂きます。ありがとうございます。

                芝田 貴之君

○社本会員の震災復興に対する情熱に感じ入って

                貴田 永克君

○ハートブレッドプロジェクトを中日新聞で紹介

して頂きました。        社本 太郎君

○8日よりあしなが事業の便節ツアー6会員 10名
で出発します。         和田 了司君

○近藤秀樹会員にハートピア可児の杜・サンライ

ズ可児の杜よろしくお取り計らいください。芝田

会員の卓話を楽しみにしています。小川  長君

○芝田君楽しみにしています。  大原 泰昭君

○杤本さん先日はありがとうございました。

                下田 育雄君

○最近参加できずさみしい限りです。4 月から新
規事業を始めます。よろしくお願いします。

                岡本 博貴君

○卓話楽しみにしております。今日は特に春らし

く感じられ季節の変わり目を実感します。感謝で

す。              藤川 誠二君

○芝田君の卓話を聞ける喜びで。

成瀬 浩康君  岡嶋 良樹君  名畑  豊君

加藤 宗生君  屋嘉比良夫君  川瀬 治通君

近藤 秀樹君  風岡 保広君  加藤  茂君

杤本 正樹君  場々大刀雄君  小柳出和文君

岡田 義邦君  清水  勲君  杉山 孝明君

北  健司君  山田  治君  蓮野 美廣君

小野寺 誠君  古屋 義夫君  宅間 秀順君

速水 敬志君

○ご協力ありがとうございます。

ニコボックス委員会

卓話            芝田 貴之君 

水と衛生について

1992年に国連総会で、毎年３月２２日は「世界
水の日」と決議されたそうです。世界水の日は、

水資源の保全と開発について考える日であります。

RIも 3月は水と衛生の特別月間ということで、安
心、安全な水を世界中に届けるため、各種団体や

世界中のロータリアンが、様々な支援活動を行っ

ています。

安全な水がない。

 インフラの整備により、道路に配水管からひか

れた水や公共の蛇口、井戸を掘りくみ上げらた水

を飲料水源に出来ない人々が、世界人口７３億人

中、７億 4000万人、10人に 1人が安全な水が手
に入らないのです。現在社会にいると全く想像が

つきませんが、池や川から水を汲み料理や手洗い、

飲用に使って生活をしています。しかも家畜も同

じ水源で水を飲み生活している状況です。とても

衛生的で安全とは言えませんが、その水を使うし

か生きる術がないのが現実です。そして、子供た

ちが遠くまで何時間もかけて茶色の水を汲みに行

き、学校へ行くこともままならず、子どたちの自

由と健康が奪われているのです。

こどもへの影響

 先ほどの、池や川などの水は病原菌や寄生虫に

よって汚染され様々な病気を引き起こします。特

に抵抗力の弱いこども達は下痢により脱水症状に

陥り命を落としています。下痢性の病気で亡くな

る 5歳未満のこども達は、毎日 1400人に上り年
間 180万人にのぼります。
清潔なトイレ

 安全な水も必要ですが、清潔なトイレも必要で

す。世界では 25 億人が家庭や室内にトイレがな
く屋外で排泄している状況です。そこからも地下



水が汚染され、伝染病なども蔓延しているのが現

状です。

そのために・・・

 安心、安全な水を世界に広げるために、まずは

井戸を掘ることや、雨水を貯留し浄水する、ろ過

装置や、飲料システムを整備するなど様々な手法

があるようです。また、当クラブの先輩方が行っ

たように清潔なトイレと浄化槽を設置していくこ

とも、とても大切なことだと思いました。やはり

一番良いのは上下水道の完備が良いとおもいます

がなかなか資金や技術面も踏まえてみるとなかな

か難しいと思いますので、ロータリーを通じて少

しでも支援ができると嬉しいですね。

わたしにできること！！

 弊社は水道の引込や、戸建の配管工事は行えま

すが、安心な水を届ける水道配水事業は我々には

参入できません。そこで、排水設備を整えること

は地域にも、世界にもお役にたてると思います。

弊社の取引企業であるクボタ浄化槽システムは、

ベトナム政府からの要請で、病院、大型施設等の

浄化槽を整備しています。病原菌を含む排水をき

れいにして、伝染病の減少や地下水や河川への水

質保全に協力し表彰されていました。家庭用の小

型浄化槽も、中国、東南アジアやインドネシアに、

数多く輸出され、世界の人々が、環境への配慮に

関心が高まってきていると感じました。

 地域に目を移してみると、現在春日井市での下

水道普及率は都市面積や山間部の踏まえて 70％
ほどで、きっと 100％にはならないと思います。
皆様がたの地域に下水道本管が整備され各戸に支

管が整備されましたら遅滞なく下水道に接続を行

政も促進しておりますので、お困りであれば春日

井市の指定工事店までご相談下さい。

 そして、春日井市内でも、まだまだ汲み取り式

のお宅も少なくありませんし、単独浄化槽（トイ

レのみ浄化する浄化槽）のまま使用している方も

おみえです。汲み取りも、単独浄化槽も共にトイ

レからの排水のみで、雑排水（お風呂、流し、洗

面等）はそのまま付近の側溝にダイレクト排水で

す！。しかも宅内のマスには、浮遊物や沈殿物が

たまり、悪臭や害虫の原因となっております。下

水道が整備されてない地域で、適正な合併浄化槽

を設置されていれば、きれいな排水が確保され問

題はありません。汲み取り式や単独浄化槽を合併

式に交換する工事に対して、特定の地域ですが最

高 110 万円の補助金が得られます。この金額は、
近隣の市町村よりも２～3 倍の金額であり、いか
に春日井市が排水を通じて環境保全に力を入れて

いるかが伝わってきます。弊社も浄化槽の仕事を

つうじて、地域環境の保全につながっていると考

えます。

 結びとして、今回、先輩方の前で大変恐縮では

ございますが卓話をさせて頂きありがとうござい

ました。卓話をさせて頂くに当たり、世界の水と

衛生について学ばさせて頂くきっかけを頂けて感

謝するとともに、ロータリーの素晴らしさを感じ

ました。私も社業を通じて、さらに精進してまい

りますのでご指導、ご鞭撻よろしくお願いいたし

ます。ご清聴ありがとうございました。

ガールスカウト助成金授与式 

セブＲＣ訪問メンバー紹介 

卓話 芝田 貴之君


