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会長挨拶

石井（司）君、遠藤君、宮沢君、山口（雅）君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

28/32　　 　87.50%　　　　30/32　　 　93.75%

27/31　　 　87.10%　　　　　　　　  　33名

司会：山本　章君　指揮：久保栄子君

幹事　内田憲一君

幹事報告

次週29日は特別休会です。１．

５月13日　　望月保延君

５月12日　　内田憲一君

会員誕生日

こんばんは、今週のロータリー

情報をご報告致します。

地区より義援金の集計報告と今

後の支援方針について連絡がま

いっております。　金額は５月

２日正午現在で約７億８千万円

集まったそうです。

成田みちよ君（沼津西ＲＣ）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

入会記念日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

義援金のロータリーらしい使途について、関東大震災、

阪神淡路大震災、中越地震のとき先人のロータリアン

達が実践したロータリーらしい支援活動に学びながら、

①公正にして、②建設的であり、なお且つ③温かいプ

ログラムであること、という視点から次の２本の柱を

設定して検討を進めておるそうです。

(1) 災害遺児の教育環境支援プログラム-----中学・

高校・大学・専門学校生への奨学金支援

(2) ファイブ・フォー・ワン・クラブプログラム-----

非被災５クラブが１つのグループを作り、被災１クラ

ブを物心両面で支えるプログラムの展開

来週は、2010-11年度最後の家族会です。是非多くの御

家族の参加お願い致します。楽しく一日過ごしたいと

思いますのでご協力宜しくお願い致します。

次年度の渡辺、山田年度が始動を始めています。ご協

力宜しくお願い致します。

いよいよ５月です。残り後２カ月です。なんとなくホ

ッとしてます。

今週もいろいろな事がありました。

テロ組織のアルカイダ、ビンラディン氏がアメリカの

特殊部隊により殺害されました。アメリカの同時多発

テロなど今後二度と起きないことを願います。

アフガン等が早く平和になるとよいですね。

安藤美姫さんがフィギアスケート世界選手権で優勝!!!!!!

うれしいですね。余計なことですが私ファンの一人で

す。二日目のフリーの演技逆転をかけて応援しました。

嬉しかったです。

リサーチ　皆さんはどう思いますか

　地震の影響や定期検査のために運転を停止してい

る原発について立地自治体の44%が再稼働について

慎重な姿勢をとっているそうです。さらなる安全性

確保を求める声がある一方、電力供給が不足する恐

れもあります。皆さんは、現行の検査手続き終了後の

原発の再稼働を認めるべきだと思いますか??????

・認めるべき　　　　　・認めるべきではない　　　

・わからない

皆さんのご意見は、どれですか?????

ちなみに、私は、なるべく節電をして、浜岡原発の運

転を停止して欲しいと思っております。

2011年の夏の衣替え、例年より早めるそうです。

中央省庁と地方の出先機関では、軽装の「クールビズ」

を一カ月早めて五月一日から実施すると発表しまし

た。今夏の電力不足を懸念した対策とのことですが、

皆様の会社やあなた自身は、今年の衣替えなどを例

年より早めますか???

是非早めて節電にご協力願います。
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入会記念日

４月29日　石井邦夫君

４月30日　土屋　巧君

東日本大震災において、上下水道施設の被害を想定して

見ました。

東日本東北地方に発生した地震は、Ｍ９，０と言う巨大

地震でありました。それにより太平洋側の地域に大きな

地殻変動がおこり、地盤が移動したり、地盤が沈下する

現象がおこっています。地域によってその状況には大差

はあるがこうした現象がおきたことで、ライフラインで

ある、上下水道に多大な被害があるものと思われます。

上下水道施設の被害状況を想定すると。

１，上水道施設は、大きく分けると３つの施設によって

形成されています。

・浄水施設（水源）・送水、配水施設・給水施設であり

ます。浄水施設とは、水源を確保し水を取り込み浄水及

び滅菌して、水を送水できる状態にする施設であります。

その中で２つの浄水施設があります、１つは、河川又は

表流水を取水する方式、２つめは、地下水を汲み上げ取

水する方式であります。これらの施設を今回の巨大地震

の影響を想定しますと、１つめの、河川又は表流水を利

用して取水する方法は、地震により河川の堤防の崩壊又

流失物等により取水困難な状況、浄水場そのものが地震

により構造物が損壊又は亀裂等により浄水濾過が困難と

なります。２つめの、地下水を汲み上げ取水する方法は、

主に深井戸で３０ｍから１００ｍの深井戸を掘り、そこ

に水中モーターポンプで地下水を汲み上げ取水する方法

であります。これらに対し地震により地盤の沈下及び移

動で井戸が崩壊等で取水が出来なくなる状況が考えられ

ます。１，２のようなことで水源施設が地震により使用

できなくなることが想定されます。次の送水・配水施設

においては、配管施設であり、地震による地盤の移動ま

た、沈下、隆起等により管路自体の破損が各所に起きて

いる可能性があります。次の給水施設ですが、給水施設

は配水管より分岐され建物に給水される管路でこれらも、

建物の損壊等により給水不能となっている可能性があり

ます。このように巨大地震により地域によって上水道施

設の全般にわたり被害が生じているものと思われます。

２，下水道でありますが、下水道には公共下水道施設と

戸別または複数戸で下水処理を行うものとがあります。

公共下水道は広範囲に下水管を布設して終末処理場で処

理をする施設であります、下水管は主に、上流から下流

に勾配をもって流れるよう下水管が布設されています、

巨大地震により地盤の移動、沈下、隆起等により下水管

路は相当な被害が想定されます。また終末処理場におい

ても、処理場は広範囲な面積をもつ構造物であり地震に

よる損壊は相当あるのではないかと想定されます。次の

戸別また複数戸の下水処理においては、多少の損壊はあ

ると思うが、復旧にはそれはど時間を要しないと思われ

ます。ただ、それぞれの住宅並びに建物の水洗トイレは、

建物の損壊で多数使用不能なところがあると思われます。

この度の東日本大震災においては、インフラである上下

水道だけをとっても甚大な被害を被っていることが想定

されます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

この度の震災で被災を被った地域の皆様のご心情を安ず

ると共もに、またご冥福をお祈りし、１日も早い復興を

願わずにはいられません。

2月23日、ロータリーの創立106周年を祝って、世界

各地のロータリアンがポリオ撲滅活動に対する認識

を向上させようと、さまざまなイベントを催しまし

た。 

同日の朝、国際ロータリーの代表が、ポリオワクチ

ンの主要製造元として撲滅活動に参加してきたサノ

フィパスツール社と共に、欧州の取引市場4箇所（リ

スボン、アムステルダム、ブリュッセル、パリ）で、

取引開始の鐘を鳴らしました。また午後には、クリ

ンギンスミスRI会長とサノフィパスツール社のマイ

ケル・ワトソン氏が、ニューヨーク証券取引所で講

演を行い、取引終了の鐘を打ち鳴らす予定です。 

同日夕方には、ニューヨーク証券取引所ビルの外壁

に、ロータリーのメッセージ「END POLIO NOW」の

ロゴが投射されます。これは、ポリオ撲滅の支援を

目的としたドラマチックな広報キャンペーンの一環

で、世界中の有名建造物でもメッセージがライトア

ップされます。これらの有名建造物には、ローマの

トレビの泉（イタリア）、ハーグの議事堂（オラン

ダ）、ケープタウンのサーカー場（南アフリカ）、

ランターン祭の門（台湾）、金沢城（日本）、カラ

チの政府ビル（パキスタン）、ソウルのプラネタリ

ウム（韓国）、モール・オブ・アジアの地球儀（フ

ィリピン）、ビブロス城（レバノン）、ハイデラバ

ードのカール・ミナール塔（インド）などが含まれ

ます。ライトアップの様子を写した写真は、2月24

日よりウェブサイト（ http://www.rotary.org ）

にてご覧いただけます。 

地区協議会報告

片野誠一君

ロータリーの創立106周年を祝う

ＲＯＴＡＲＹ　ＮＥＷＳ

会員誕生日

　拝啓

　陽春の候、時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げ

ます。

昨日は、ご多忙の折、米山梅吉記念館訪問におきまして、

多大なる歓迎を賜りまして誠にありがとうございました。

　１時間という短い訪問にも関わらず大勢の会員皆様に

お迎えいただきましたことに深い感銘を受けました。記

念館では、市川さんのご説明から米山梅吉氏というお人

にふれることができ、また皆様のおもてなしから奉仕の

理想を教えて頂いた貴重な機会となりました。会員一同

心より御礼申し上げます。

　今後のせせらぎ三島ロータリークラブのさらなるご発

展とご活躍を御祈念申し上げます。

敬具

地区委員長の沼津柿田川ロータリークラブの前田守さんか

ら説明がありました。ガバナー補佐と各クラブ会長・幹事

の協力を仰ぎ、広報活動に関する地区と分区とのパイプ役

を目指す。またインターネットの更なる活用とYou Tubeや

USTREAMなどの動画サイトも活用していくということでした。

各クラブの広報委員長からはITに偏っていて、本来の広報

はどうしていくんだというような意見もでておりました。

せせらぎからは、地区ホームページの新着ニュースがあま

りにも多くて、本来知ってほしいような情報、たとえば先

日のわがせせらぎ三島RCが行った東日本大震災支援活動が

掲載されて1～2日で消えてしまう。実際にはアーカイブに

入ってしまい、なかなか見つけることができなくなってし

まう、というような問題を解決する方法はないのか質問を

しました。

また、地区のホームページにバナー広告を募集していくと

いうことですので、希望される方は私の方までご連絡くだ

さい。

青少年育成委員会　石井司人君

次年度広報・ＩＴ推進委員長　山口辰哉君

卓話

地震による上下水道の被害

～名古屋東南ロータリークラブよりお手紙が届きました～

名古屋東南ロータリークラブ
　会長　山口剛男
幹事　堀田　努

せせらぎみしまロータリークラブ
会長　西原克甫様

浜松南ＲＣの瀧口委員長率いる新会員部会に出席してまい

りました。新会員の心得として浜松ＲＣ中野パストガバナ

ーから

①会費は遅延なく納入すること

②例会は必ず出席すること（メイクアップすること）

③ロータリーの友を1ヶ月かけて熟読すること

「上記を実行してはじめてロータリアンである！！」とい

うお話をいただきました。

新会員部会　服部光弥君
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会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日

山本良一君：連休も後半です。皆さん出かけて日本を元

気にしましょう。

久保栄子君：先日、次年度の事業計画にＳＡＡ山本章さ

んの代理で参加をいたしました。計画及び目標への取り

組みについて活発な意見交換が交わされ、私自身せせら

ぎ三島ロータリークラブに寄せる思いが一段深まりま

した。今日は早退します。すみません！

大房正治君：4月24日、皆様のお陰を持ちまして当選する

事が出来ました。ロータリアンの友情に感謝いたします。

本当にありがとうございました。4年間全力でがんばり

ます！

渡辺照芳君：高速道路の料金が安かったのでスマイルし

ます。

石井和郎君：大房さん当選おめでとうございます。二期目、

相手投手にも慣れたことでしょう。フォークボールすく

い上げて下さい。

杉山　隆君：来週より又手術の為1ヶ月余り休会させて

いただきます。完治できる様頑張ります。ご迷惑おかけ

いたします。

矢岸貞夫君：大房さんの市議会議員選挙では大変お世話

になりました。これからは市民の為、当クラブの為に全

力を尽くして下さい。

山本　章君：大房さんおめでとうございます。服部さん

も大変ご苦労様でした。

片野誠一君：本日の卓話は私です。宜しくお願いいたし

ます。大房さん、当選おめでとうございます。

山田定男君：魚が取れません。おはらいのスマイルです。

兼子悦三君：4月24日ロータリーゴルフコンペで間違っ

て優勝してしまいました。東北へのチャリティーコンペ

でしたので少し役にたったかと思います。1位2位（澤田

さん）少しは年よりも役に立ったかなあと喜んでいます。

西原克甫君：スマイルのノルマ不足、少し補います。

土屋　巧君：ホームコースでコンペしたにもかかわらず

優勝できませんでした。悲しいのでスマイルします。岡

ちゃん、次のコンペはハンデ3枚でお願いします。

Ｂテーブル：Ｂテーブル会を26日中華キリンで開催しま

した。残金をスマイルします。おいしい中華料理と楽し

い2次会を楽しみ、次年度の方針等について話し合いま

した。

スマイルボックス
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