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国際ロータリー2014～15 年度会長 ゲイリー C.K. ホァン 

  

第 2643 回例会 平成 27 年 2 月 13 日（金） 
 
◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 

◇ ロータリーソング    我らの生業 

◇ 四つのテスト      音花 昭二 会員 

◇ お客様 

成田コスモポリタンロータリークラブ 

大木 裕信 様、田中 英之 様  
◇ ニコニコボックス 

諸岡 靖彦 会員：昨日、地区 RLI事業の一環であります 

＜DLスキルアップ・トレーニング＞が無事に終了しました。３月

１２日より、いよいよ RLIパートⅠが始まります。その各セッシ

ョンの進行役を担当していただく DL の方々の実地演習です。当

クラブから、松田会長、佐瀬エレクト、佐藤会員、小生の４人が

参加いたしました。また、今朝の日本経済新聞 千葉・首都圏経

済版の＜一点突破～千葉企業の実力＞という欄に、JR成田駅前再開発ビルに『なごみの米

屋・新店舗』の記事が掲載されました。 

 

平野 省二 会員：成田市消防出初め式が、2 月 8 日盛大に挙行

されました。 

 

平山 秀樹 会員：今回、駅前再開発ビルに出店されます米屋さ

んのお店のコンセプト作りからお手伝いさせていただきました。

少しでも成田の賑わいが出て、また米屋さんの伝統が感じられる

ようなお店作りをお手伝いできたらと思っております。まだ完成

しておりませんが、最後まで一生懸命やらせていただきたいと思

います。 

 

喜久川 登 会員：先月、母が茨城の鉾田で亡くなりました。87

歳でした。脳梗塞で倒れ 16 年目でした。生前、本人の強い意思

によりこじんまり、母の顔を知っている親戚と地元の人だけでと

いうことでしたので、岸田会員の成田山と深山会員の成南協心社

さんの手を借りて見送りました。その際、クラブから生花と地元

ロータリアンにご足労いただきました。本当にありがとうござい

ました。 
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大澤 浩一 会員：結婚祝いに佐久間さんのところから素敵な花束

を頂きました。ありがとうございました。成田高校のインターアク

トクラブでエコキャップ運動を開始しました。これは、集めてポリ

オワクチンの代金にするというものです。もし会員の皆様の会社で

ご協力していただけるところがありましたら、取りに伺いますので

よろしくお願いいたします。 

 

◇ 会長挨拶   松田 泰長 会長 

 皆さんこんにちは。成田コスモポリタンロータリークラブから

大木様、田中様ようこそいらっしゃいました。コスモさんより少

し平均年齢の高い成田の例会をお楽しみ下さい。 

８日の日曜日には、日本中で一番遅く開催されるという「成田

市消防出初め式」に出席してきました。夏の中学校剣道大会で見

た礼儀正しく一糸乱れることのない様に感動をして以来、今回は

大人による入場行進に始まる消防車両行進、消防ヘリコプターも

加わった消防隊演技など、森田県知事を始めたくさんのお客様を迎えての素晴らしい出初

め式は、財政豊かな成田を強く感じました。 

さて、お手元の週報にも掲載されている先週行われた理事・役員会報告の中でお話しま

す。 

2 番の地区委員推薦について、会員増強・退会防止委員会委員として小寺真澄会員が出

向されます。また昨日、櫻木ガバナーエレクトからの要請で私・松田も出向となりました。

これで次年度は、諸岡会員、掘口会員、小寺会員、松田と 4名が地区に携わります。 

9番目のロータリー財団への寄付について、ポイントの使用方法、寄付の方法について、

は理事会決定がされましたが、今後も引き続き説明を行っていきます。 

10番目のＲＬＩ（ロータリー・リーダー・シップ研究会）パート１参加予定者は、石川

憲弘会員、成田温会員、堀口路加会員、平山秀樹会員の 4名です。 

11番目の故平山金吾さんの記念碑の製作について、成田ロータリーの今は歴代諸先輩方

あってこそ！は勿論ですが、創立 50周年記念として栗山公園に植えられた「ポールハリス

月桂樹」は平山金吾さんの発声から始まり先方との交渉を経て実現しました。平山さんの

80回目の誕生日にあたります 2月 28日の偲ぶ会で事業計画を発表し 4月 24日の「月桂樹

例会」でお披露目をしたいと思います。 

 来週 17 日のメディア協議会、21，22 日の地区大会、26 日の新酒を楽しむ会と行事が続

きますのでよろしくお願いします。 

 

◇ 委員会報告 

・ロータリー財団   平野 省二 リーダー 
ポリオプラス 成田 温 会員 

 
・米山記念奨学   本宮 昌則 リーダー 

深山 一郎 会員 
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・医療情報    佐瀬 和年 会長エレクト 

先週のインフルエンザ発症は 888 件でしたが、今週は 675 件とやや沈静化を示してまいり

ました。引き続きうがい手洗いを励行してください。 

 
◇ 幹事報告    佐瀬 和年 会長エレクト 

【回覧】 

〇次年度 特別月間目標 

〇 〃  ガバナー公式訪問予定表 

〇 〃  IM は、8月 3日（月）ホストクラブは白井 RC 

〇米山功労クラブ感謝状 

〇ハイライトよねやま 179号 

〇新酒を楽しむ会、9分区ゴルフコンペ、メディア協議会の参加申込票 

【ご連絡】 

22 日、地区大会へバスで行かれる方は、コンフォートホテル前に、8:20 集合 8:30 出発

です。 

 

◇ 卓話 

『身近な水道のお話』 

齊藤 三智夫 会員／（株）斉藤設備 専務取締役 

 皆さんこんにちは。齊藤三智夫です。本日は『卓話』という

事でお時間をいただきまして、当然、「何を話そうか？」と考え

た時に「ふっ」と思い出しましたのが、入会時の会社訪問の時

の会話でした。 

松田会長はじめ、数名の方が来社して下さった中の会話で、

「齊藤さんの職業分類は何になるの？」という話から始まり、

途中、小寺会員から「水道工事のカテゴリに属する会員が成田ロータリークラブには実に

１０年以上いなかったんですよ。。。」（私の職業分類は水道工事です。）というお話を聞いて、

正直そんなに長い間いなかったのかと驚いた程でした。私の職業は水道工事ですので、当

然「水道」というライフラインが無ければ生業が立ちません。このような経緯を踏まえま

して、皆さんの身近に存在する水道についてお話をさせて頂きたいと思っておりますので、

お付き合いの程宜しくお願い致します。 

 「水道」と一言で言いましても漠然としすぎておりますので、先ずは皆さん誰もが水道

水は「塩素臭い」と一度は感じた事があると思いますので、この「塩素」について、「何故、

水道の水は塩素臭いのか？」というところからお話させていただきます。最近では蛇口を

ひねれば水が出るにも関わらず、飲料水として、又は調理用としてスーパーなどでミネラ

ルウォーターを購入したり、電話一本で水のボトルが宅配されたりといったライフスタイ

ルがすっかり定着しておりますが、水道水もそれなりの訳がちゃんとあって塩素が混ざっ

ているのです。そもそも、水道水の水源は何なの？というと皆さんご存じの河川、湖沼で

す。自治体によっては地下水を汲み上げて水源にしている所も存在致します。本をただせ

ば全て自然の恵みであり、この水源から取水された水は先ず「浄水場」と呼ばれる施設へ

行きます。ここでは文字通り取水した水を浄化し、人が口にしても安全な水へと進化させ
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る施設です。この浄水場から皆さん個々へまでの流れで塩素の話を進めますと解りづらい

と思いまして、話を末端から浄水場へとさかのぼらせて頂きます。先程ミネラルウォータ

ーの話題に触れましたが、実はもう一つ美味しい水が飲みたいという方々の選択肢がござ

います。それは「井戸水」です。ご自身が所有なさっております土地に井戸を掘り、地下

水を個人で所有するといった選択をなさる方が少なくないのも事実です。こうした場合、

個人が所有する土地から地下水を汲み上げる設備が完成すると、必然的に「この水は飲ん

でも大丈夫だろうか？」という話へと移行し、「水質検査」を受けるという事になります。

こういった場合の水質検査で調べる項目の数ですが、基本１０項目なんです。採取した水

に含まれる物質のクリア基準がそれぞれに決まっていて、その検査対象になる項目数が 

１０項目調べる事により「飲料水として可・不可」の結果が出ます。皆さんが耳にしたこ

とがあるであろう鉄、マンガンなど、又、聞くからに体に害をおよぼしそうな名前ですと

ヒ素、亜硝酸体窒素などといったところでしょうか。。。この話を聞く限りですと「え？た

った１０項目でいいの？」と思われた方もおられると思います。それは、食品衛生法に関

わるお仕事をなさっておられます方でしたら至極なお話です。私が記憶している限りです

が、食品衛生法で定められております水質検査項目の数は２６項目あったと記憶しており

ます。飲料水としての可・不可を判断するだけでしたら１０項目で済むものに対し、実に

２６倍の数に跳ね上がります。私自身、若い時分に水質検査の結果を受け取りに、とある

専門機関へ行った時の話なのですが、興味本位で「この水質検査の検査項目って、いった

いいくつあるのですか？」という質問をした事を今でも覚えております。その時に見せて

いただいた厚生労働省が定めている水質検査項目の表、なんとその数５１項目。食品衛生

法で定められている数の約２倍。驚いたのはそれだけではありませんでした。名称を聞い

ても解らない物質名が並んでいて、各物質において水●リットル中０．●㎎と表記されて

いる中、たった１つだけ「検出されないこと」と表記されている物質があり目を奪われま

した。それは皆さんもよく耳にする「大腸菌」です。そしてこの大腸菌を滅菌するために

用いられているのが次亜塩素酸ナトリウム、皆さんが塩素臭いという臭いの正体なのです。

ここで少し補足いたしますが、私が社会人になりこの業界に入った約３０年前は、当時「水

道水はカルキ臭い」と言われておりました。もうすっかり皆さんの記憶からは消えてしま

っているかもしれません。聞かなければ思い出す事もないこの「カルキ」とは何だったの

か？これは「石灰」なんです。当時もちろん塩素も使われてはおりましたが、石灰が水に

溶けると絶大な滅菌効果を発揮する、と使用される自治体が少なくなかったのですが、こ

のカルキには一癖も二癖ありまして、まず煮沸すると結晶体となって分離してしまうとい

う性質がありました。その為、電気ポットや炊飯器の内側に白い結晶がこびりついてしま

うという性質。「言われて思い出すとそんな事があったなぁ」と記憶が蘇ると思います。さ

らに、このカルキが水に溶けると新たに「トリハロメタン」という物質が現れてしまうと

いう事が判明し、このトリハロメタンが発がん性物質の可能性があると公表されてしまい

ました。現在では浄水場によっては電子イオンによる分解・除去なる除去法を取り入れて

いる所もあるといった次第です。ちなみにですが、このトリハロメタン、塩素が水に含ん

でいる有機物と結合しても現れてしまいまして、もちろん人体に害の及ばない範囲はもち

ろんなのですが、完全に除去できたという話は私もまだ聞いた事がございません。ただ、

現在でも「発がん性物質の可能性がある」というもので、「？」なままであるという存在で

す。トリハロメタンは人体にどんな影響を及ぼすの？という話になりますと、トリハロメ
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タンにも幾つかに分類されるのですが、その中でおそらく皆さんが聞いた事があるとおも

われますのが「クロロフォルム」でしょうか。あいまいな記憶ですが、肝不全・腎不全と

いった障害をもたらす物質だったと記憶しております。（まちがっていたらごめんなさ

い。。。） 

先程から話題にあげております大腸菌の場合は、下痢や嘔吐といった被害をもたらしま

す。話が戻りまして、こうして安全な水に進化を遂げた水道水ですが、いきなり皆さんの

許へはやってくるものでは無く、「配水場」と呼ばれる施設だけへと送られます。これは一

つの街に点在して各守備範囲が決まっておりまして、ここでは安定した水圧を保持するた

めの圧力調整がメインの施設になります。噛み砕いて説明いたしますと、重力が働いてい

る地球ですので、坂の下にあるお家は勢い良く水が出るのに坂の上にあるお家では蛇口を

全開にしても水が少ししか出ないなどという事があっては同じ水道料金を徴収しているの

に問題になってしまいますよね。その為に点在して圧力調整し、道路の下の地中を張り廻

る配水管として整備され、皆さんが住んでいる家の前の配水管から給水管を引き込んで蛇

口まで来ています。こうして安全な水が２４時間３６５日、自分が使いたい時に使いたい

だけの水が供給されています。私個人的には「水ってとてもありがたい物だなぁ」と、様々

な方面から感謝の気持ちを抱いております。 

実はもう一つ、水道についてどうしてもお話ししたい事があります。稀に６月の梅雨時

期になっても雨が降らず、そのまま梅雨明けしてしまい夏へと季節が変わっても雨が降ら

ず、テレビのニュースなどで「○○ダムの貯水量が４０％を切ってしまいました、皆さん

節水のご協力をお願い致します。」といった年が過去に何度かあり、皆さんも経験されてい

ると思います。水源が自然の恵みである事はお話した通りですので致し方の無い事ではあ

るのですが、この「節水のご協力」はニュースや街の広報などで見聞きしても「○○ダム

の貯水量が回復致しました。節水のご協力ありがとうございました。」などというニュース

や広告を見聞きした事はありません。勿論、道徳的にもその必要性を求める物では無いお

話ですので、あくまでも話の流れの上での事なのですが、何故そんな話を引き合いに出し

たのかと申しますと、実は渇水してしまったダムの水量は回復しておりまして、その一番

の立役者が毎年夏の終わりから秋にやって来る「台風」なのです。過去全てのケースにお

いてとは言い切れない話ではございますが、この現実を知らなかった方がおられましたら

認識して頂きたいと思っております。台風が上陸した日には建物倒壊や浸水被害、農作物

への被害等様々な爪痕を残していき、そういった被害に遭われた人の気持ちを想うと私に

は適切な言い回しといいますか言葉が見つかりません。改めて自然の恵みと恐ろしさの両

方を痛感させられるばかりです。 

私の卓話はこれで終わりとさせていただきますが、皆さんの心の中でほんの少しでかま

いませんので「水ってありがたい物なんだ」と再認識して頂けましたら、普段の生活の中

でもささやかではありますが、幸せを感じることができるという想いを込めてお話させて

頂きました。皆様の小さな幸せが増えましたら幸いです。ご清聴ありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   松田 泰長 会長 
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家庭の水道の仕組み～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～ 

浄水場でつくられた飲み水は、配水管を通りみなさまが管理する給水管を通って蛇口から出てきます。 
 
家庭の水道は、建物の規模や立地条件などの違いにより異なります。 
いつでもどこでも蛇口から安全で安定した水が出るよう次のように分けられています。 
1．一般住宅の水道 

一戸建てなどの一般住宅の飲み水は、配水管内の水圧を利用して、配水管から給水管を通り家庭の蛇口
に届きます。 

2．受水槽式のマンションなどの水道 
マンションなどの飲み水は、配水管から給水管を通り、いったん受水槽に貯めてからポンプで屋上の高置水
槽に送り上げてから各家庭の蛇口に届きます。 

3．直結増圧式のマンションなどの水道 
マンションなどの飲み水は、配水管から給水管を通り、途中のブースターポンプ（増圧式給水装置）を使い、
圧力を増して各階の家庭の蛇口に届きます。 

 

 

出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

堀口 路加、諸岡 靖彦 各会員 2 月 7日 
地区次年度ガバナー補佐、委員 

長連絡会議 

松田 泰長、佐瀬 和年、諸岡 靖彦、佐藤 英雄 各会員 2月 12日 地区 RLI DL ｽｷﾙｱｯﾌﾟ・ﾄﾚｰﾆﾝｸﾞ 

松田 泰長 会長、石橋菊太郎、小川 賢、佐瀬 和年、石川 憲弘 

成田 温、諸岡 靖彦、深堀 伸之、 各会員 
2月 13日 長期計画（CLP）委員会 

近藤 博貴、橘 昌孝、小川 賢、松田 泰長、佐瀬 和年 

石川 憲弘、諸岡 靖彦、矢島 紀昭、神﨑 誠、大澤 浩一 

平山 秀樹、甲田 直弘、小寺 真澄、堀口 路加、石指 雅啓 

鈴木 信行、菊地 貴、小坂 裕巳、鈴木 敏道、齊藤 三智夫 各会員 

2月 17日 メディア協議会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

６５ ６４ ３９ ２５ ６０．９４％ ６４．０６％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


