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国際ロータリー会長

バリー・ラシン 『 インスピレーションになろう 』

第2570
2570地区ガバナー
地区ガバナー 茂木 正
会長方針

『 想いを繋ぎ地域と国の発展に奉仕する 』

『 ステイタスの向上とクラブ活動の活性化 』

会長 松岡 昌宏

副会長 吉原 良一

幹事 鈴木 明子

第２０９２回例会 ３月第１週 ３月７日（木）

通常例会 『水と衛生月間』に因んで 本木英朗会員
司

会 親睦活動委員

石原 勇介

のではないかと感じております。

点

鐘 会長

松岡

私の年度、後半の一大行事を終えることができ感

昌宏

ソ ン グ 「君が代」「奉仕の理想」
唱

話 「四つのテスト」

謝に耐えない気持ちでいっぱいでございます。
また翌週の２４日「招待親子ボーリング」も例
年通り盛大に開催する事が出来ました。

会長の時間 会長 松岡 昌宏

聞くとことによれば、このイベントは１９８７年
頃から開催されているとのこと、すでに３０年以
上の歴史ある社会奉仕事業となっております。
私の会社が、新座市役所に近いためよく市役所に
出向きますが、先日も参加予定であった親子に声
をかけられました。「ロータリーの方ですよね。
子供が楽しみにしているんですよ」と。地域社会
に貢献できる社会奉仕になっていることを実感で
きる瞬間でした。

皆様、こんにちは。本日は３月最初の通常例会
となります。今月は「水と衛生」の月間です。
本日の本木英朗会員の卓話楽しみにしておりま
す。宜しくお願い申しあげます。

この伝統ある。行事をこの先も大切にしながら、
続けていければ良いと思いました。
私たちロータリアンが仕事をしながら出来る奉
仕活動には、時間的にも物質的にも限られると思

まずは、２月１６日に開催されました、当クラ

われますが、まずは足元からコツコツと地域社会

ブホストの２０１８～２０１９年度ＩＭに皆様の熱いご

に貢献できる奉仕活動を積み上げていきたいと思

支援ご協力を賜り誠にありがとうございました。

いました。宜しくお願い申しあげます。

感謝いたします。おかげさまで、無事ＩＭも成功
裏に終えることが出来ました。他クラブからもコ
ンパクトで内容の濃いＩＭで良かったとの評価も
頂いております。これも新座ロータリークラブの
結束力を第２グループの皆様に示すことが出来た

幹事報告 直前幹事 小泉 哲也

１、３月のロータリーレート

１ドル⇒１１０円

１、地区事務所より５件
１）ＰＥＴＳ開催の案内
日時：３月１０日（日）１０時～１７時
場所：紫雲閣

今月のお祝い

会員誕生月：細沼哲夫・髙𫞎遼太 各会員
伴侶誕生月：松岡昌宏・石原勇介・出浦惠子・
鈴木明子 各会員
結婚記念月：増渕和夫・大塚雄造・神谷億文・
陣野壮太郎 各会員

２）２０１８年度ＲＬＩパートⅠ～パートⅢ修了書
・森田輝雄会員・松岡昌宏会員
３）ロータリー財団セミナー及び補助金管理セ

委員会報告

ミナー開催のお知らせ
日時：３月１６日（土）１０時～１６時３０分

ＩＭ実行委員長

細沼

哲夫

場所：国立女性教育会館
出席：会長エレクト・次年度Ｒ財団委員長
４）全国ロータリーアクト研修会の案内
日時：４月２８日（日）～２９日（月・祝）２日間
場所：福岡国際会議場・福岡サンパレス
５）ＲＬＩ＊ＤＬ養成セミナーの案内
日時：３月３１日（日）１３時半 ～１６時半
会場：ガーデンホテル紫雲閣

「第２グループ ＩＭ」ご参加ご協力のお礼
先日開催されたましたＩＭには多数ご出席を

１、西那須野ＲＣより３クラブ合同例会のお誘い

頂き誠にありがとうございました。お陰様で成功

日時：４月６日（土）スタート：８時３７分

裡のうちに終了いたしました。手前味噌ですが時

会場：西那須野カントリークラブ

間経過も良くなかなか評判も良かったようです。

懇親会：１８時

いとう家 締切：３月１９日

１、例会変更（朝霞・和光）各ＲＣより拝受
１、志木ロータリークラブより会報拝受

社会奉仕委員会

委員

森

克巳

ＲＬＩ修了書授与

「招待親子ボウリング大会」ご参加のお礼
お忙しいところ多数ご出席頂きありがとうござい
ました。今年度も沢山の方に喜んで頂きました。
松岡昌宏会長にＲＬＩ修了書授与

次年度も宜しくお願い致します。

「水と衛生月間」に因んで
親睦活動委員会

委員長

本木

英朗

第２グループ親睦ゴルフ大会のお誘い

本木

英朗

期日：平静３１年４月２５日（木）
会場：東松山カントリークラブ
登録受付：８時００分～集合スタート３０分前
スタート：９時３１分 ２コース同時スタート
参加費用：クラブ負担 1０,０００円・登録料 ５,０００円

「３月度会員親睦会」のお知らせ
日時：３月２８日（木）

点鐘：１９時

人間が使える「水」資源には限りがあり、その

場所：リストランテ「パーシモン」

分布は不均等である。また、世界には水資源に恵

会費：５，０００円

まれている国と恵まれていない国があり、地域間
格差だけでなく、経済格差も影響している。
水と衛生の危機

スマイル報告

発展途上国に住む人々の半数近くが、恒常的に
水と衛生設備（トイレなど）の不足に起因する健

親睦活動委員会

委員

陣野壮太郎

康問題を抱えている。「安全な水」とトイレがあ
れば予防できる下痢のために、全世界で毎年１８０
万人（４９００人／日）の子どもが死亡し、子どもの
死因の第２位である。これらの人的損害に加えて
発展途上国の経済成長をも阻害しており、サハラ
以南アフリカでは、毎年同地域への援助総額をは
るかに上回る国内総生産（ＧＤＰ）の５％が失われ続

松岡

昌宏会員

３月に入りました。今月は「水

と衛生」月間です。皆様宜しくお願い申し上げま

バーチャルウォーター
バーチャルウォーターとは、仮想水と訳され、

す。
鈴木

けている。

明子会員

本日議会のため早退致します。

食料を輸入している消費国が、もしその食料を自

小泉直前幹事宜しくお願い致します。

国で生産するとしたら、どれだけの水が必要だっ

森田

たかを推定したものである。例えば、１ｋｇのとう

輝雄会員

ＩＭにご協力頂きありがとうご

ざいました。

もろこしを生産するには１８００リットルの水が、

大塚 誠一会員 本木さん卓話楽しみです。

牛肉１ｋｇを生産するには２万リットルの水が必要

岡野

である、などと計算される。食料を大量に輸入し

元昭会員

本木さんの卓話楽しみにしてい

ている日本は、形を変えて大量の水を輸入してい

ます。
本木

英朗会員

眠らず聞いてください。勉強し

ると考えることができる。
私たちが使える水

てきましたから・・・。
稔 会員・細沼 哲夫会員・宮川 勝平会員・

地球上の水の９７．４７％は海水などで、そのまま

吉原 良一会員・増渕 和夫会員・萩原 勇会員・神

では飲料や農作業に使うことができません。ま

谷 浩一会員・龍山 利道会員・石原 勇介会員・陣

た、残りの２．５３％は淡水ですが、氷河や氷山と

野壮太郎会員・小泉

なっていたり、地下水のため、人間が利用しやす

神谷

哲也会員・森

克巳会員・

髙𣘺 遼太会員・和田法幸会員

い河川や湖沼に存在する淡水は、地球上の水のわ

『本木英朗会員卓話楽しみにしています』

ずかに０．０１％しかありません。

「安全な水」へのアクセス

水汲みは重労働
アジアやアフリカの発展途上国の中には、水道

生活排水や畜糞の混入などで汚染された不衛生

や井戸が整備されていない地域がたくさんありま

な水は赤痢やコレラなどの感染症の原因となり、

す。それらの地域では、住民が毎日の水を得るた

飲料水としては使えない。「安全な水」へのアク

めに、水汲みをしなければいけません。ところが

セスとは、１ｋｍ以内に一人１日２０リットルの

「安全な水」がある場所は、家から遠く離はなれ

水を確保できる場所があるという事が目安となっ

ていることも多く、毎日数kmを往復するといった

ている（ＷＨＯによる定義）。「安全な水」への

こともあります。多くの場合、水汲みは女性や子

アクセスが難しい環境に住む人々は、生活に必要

どもの仕事であり、子どもは学校に通う時間を奪

な水を得るのに毎日何時間もかけている状況があ

われ、女性は他の仕事に行くことができなくなり

る。又、家畜用の水（成牛１頭当たり一日２０～３０ℓ）

ます。そのために、いつまでも貧困状況から抜け

の入手は飼い主の大きな負担となっている。

出せないといった、悪循環に陥っていることがあ

安全な水が得られないために発生する病気

ります。井戸の整備や浄水場の建設など水環境を

細菌やウィルス等で汚染された不衛生な水を、

改善することにより「安全な水」が使えるように

飲んだり料理に使ったりすると、下痢などになっ

なれば、衛生状況の改善だけでなく、貧困問題の

てしまいます。赤痢やコレラ、腸チフスといった

解決にもつながっていくのです。

病気は、不衛生な水による代表的な病気です。

日本で使っている水の量

下痢になったときには水分補給をすることが重要

日本の生活用水使用量は、一人一日２９６リット

ですが、不衛生な水しか手に入らない地域では補

ル、シャワーを２４．６分流した量になります。 生

給する水はないのと同じです。貧しく、栄養状態

活用水が日本では、どのように利用されているか

が悪い人々が病気にかかってしまうと症状が重く

を示したのが左の円グラフです。トイレ、風呂、
洗濯、洗面などに７７％使い、炊事には２３％しか
使っていません。日本の水道水はそのまま飲める
清潔な水なのに、飲用や炊事にはあまり使われ
ず、トイレや風呂、洗濯など身体を清潔に保つ衛

なりやすく、ひどい場合には死ぬこともありま
す。とりわけ、体力のない小さな子どもやお年寄
りが下痢などになってしまうと非常に危険です。
そして、病気になってしまうことにより、日常生
活や働く能力にも悪 影響を及ぼします。

生目的に使われている量が多くを占めていること
が分かります。
・日本のバーチャルウォーター総輸入量と品目別割合
・トイレの整備・安全な水が使えない人々

委員長

宮川

使うだけでなく、手洗いやうがいなどに活用する
ことにより、いろいろな病気を予防することがで
きます。

・衛生的なトイレが使えない人々

３月のプログラム

一方で、「安全な水」を飲料などの生活用水に

勝平

１４日（木） 通常例会 「ＰＥＴＳ報告」 陣野壮太郎会員
２１日（木） 例会取消 「祝日につき」
２８日（木） 移動例会 「３月度会員親睦会」 １９時
リストランテ 「パーシモン」

出席報告

委員長

神谷

稔

H３１.３.７

出席 ２１名 欠席 ３名
会員数３０名 出 席 率 ８７．５０％
（免除者６名） 修正出席率 ９２．３１％

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう
新座ロータリークラブ事務局

http://www.niiza-rc.jp

国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406
電話
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