国際ロータリー第 2530 地区
2018～19 年度

第 35 回

通算 529 回

495th Program

2019 年 3 月 27 日（水）12:30～13:30

司会 SAA 青木謙二 会員
大谷和年 会長

「水廻りについて」
セントラル住設

代表取締役社長

「会長の時間」
会長 大谷 和年

ロータリーのストーリーを生き生きと伝え
るために、入会や支援への関心を生み出し、
現会員の活動意欲を高めるため、ロータリー
は 2011 年、公共イメージと認知度の向上を
目指す本格的な取り組みをはじめました。そ
の一環として、「ロータリー」というブラン
ドを明確に定義する試みが行われ、ロータリ
ーのエッセンス（本質）が次のようなもので
あることが確認されました：
ロータリーとは、さまざまな国や文化、職
業のリーダーのネットワークであり、世界や
地域社会の問題に取り組むために交流を通じ
てアイデアを広げ、世界中の地域社会に変化
をもたらすために行動する組織である。
以来、このエッセンスを念頭に広報やメッ
セージ発信に力を入れてきたおかげで、世界
におけるロータリーへの認知度は、2012 年
の 60％から 2015 年の 75％にまで高まりま
した。

開会点鐘／国歌斉唱「君が
代」／ロータリーソング「我
等の生業」／「四つのテス
ト」唱和／お客様並びに来訪
ロータリアン紹介／昼食／ゲ
スト卓話／会長の時間／幹事
報告／各委員会報告／出席報
告／スマイルＢＯＸ報告／閉
会点鐘

しかし、最近の調査で、ロータリーがどん
な団体で、どんな活動をしているのか、他団
体とどう違うのかを理解している人が未だに
少ないという現状が明らかになりました。地
元クラブの活動はおろか、世界的なポリオ撲
滅活動さえも一般にはあまり認知されておら
ず、実際、回答者の 60％近くが地元にロータ
リークラブがあることを知りませんでした。
ロータリーへの理解をさらに深め、強いブ
ランドを築くという課題が浮き彫りになった
今、ロータリーは、次のステップとして新し
い公共イメージキャンペーン「世界を変える
行動人」を立ち上げました（「行動人」の読
みは「こうどうじん」）。このキャンペーン
は、全世界でロータリーのストーリーを生き
生きと伝え、認知と理解を高めることを狙い
としています。
「世界を変える行動人」キャンペーンは、上
記のロータリーのエッセンスに加え、以下の
ような価値観を表しています。

●ロータリーで私たちは…
•生涯にわたる友情を育んでいます
•約束を守り抜きます（高潔性）
•多様な考え方を取り入れます（多様性）
•リーダーシップと職業の専門知識を生かし
て 地域社会の問題に取り組んでいます。
（奉仕とリーダーシップ）
また、一貫したイメージを生み出すために、
以下の「ボイス」表現の(トーン)を使います。
●賢明(Smart) : ロータリーには洞察力と見
識に富む人びとが集まっています。•思いや
り（Compassionate）: ロータリーは、思い
やりと理解の心をもって地域社会のために
活動しています。
●粘り強さ（Persevering）: ロータリーは、
信念と不屈の精神で、問題の長期的な解決
に努めています。
●行動を促す力（Inspiring）： ロータリー
は、人びとに行動を促し、希望をもたらし、
熱意と情熱を分かちあいます。

「

ロータリーのストーリーは今も昔も変わり
ません。ロータリーの未来を決定づける上で
重要なのは、それを多くの人びとに、しかも
一貫した方法で伝えていくこと。ロータリー
のイメージに統一感をもたせ、心に訴えかけ
るボイスを用いることによって、世界で高い
評価を受けている組織としてのロータリーを、
次世代に引き継いでいくことができるでしょ
う。
※RI ロータリーマーケティング部ブランド
ニュース特別号より

水廻りで困った時の対処法 」
セントラル住設

１．給水の仕組み
①市水道の場
合 取水施設
→導水施設→
浄水場→配水
場→配水管
②井戸水の場
合 ・堀り抜
き井戸 地中
ふかくまで掘った穴の底に湧き出る地下水を、
ロープや縄のついたバケツで汲み上げるタイ
プの井戸で、時代劇や会談話に出てくる井戸
はだいたいこの掘り抜き井戸です。井戸の深
さは 6 メートル前後が主流ですが、土質によ
ってはさらに深く 15ｍ前後まで掘削が可能で
す。掘る場所をあまり選ばず、水があまりで
なくても井戸の直系や深さを調節して希望の
水量を確保することが出来ます。・打ち込み
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推進者です。世界を変える行動人としての
ロータリアンの姿を、はっきりと、一貫した
イメージで魅力的に伝えるために、ブランド
リソースセンターにある「世界を変える行動
人」キャンペーン用素材（印刷広告、インタ
ーネット広告、屋外広告、ビデオ）と広報資
料をご活用ください。大切なのは、できるだ
け多くのクラブや地区がこれらの広告・資料
を活用することです。

代表取締役社長

齋藤洋一氏

井戸 ・ボーリング井戸 主流の井戸で、ボ
ーリング作業によって人の手で掘ることが困
難な硬い地層や岩盤を掘り進め、地中深くに
ある地下水を汲み上げることを可能にした井
戸です。他の井戸よりも安定した水量と水質
が期待できます。
地下水の問題点
①汚染さている可能氏がある。
・井戸の場所によって水質は変わってきます。
絶対に良質な水が出るとは限らない。
・昔ながらの家が多い地域では地下水に下水
が混入してしまい、井戸水にピロリ菌がいる
可能性もでてきてしまいます。
②井戸水の水量がたらなくなってしまうこと
がある。
・井戸だけではなく水道との併用が大切にな
ってきます。又、どれだけ井戸水が出るかは
井戸をほってみないと分かりません。

③停電したとき水が出なくなる
④洗濯物が変色してしまう
・鉄やマンガンが含まれている井戸水を洗濯
に使用すると洗濯物が黄ばんだり黒ずんだり
してしまうことがあります。
⑤金額が高額になる可能性がある
・井戸を掘った後も飲料用として使用する場
合、水質検査に合格する必要がある為（一般
家庭は除く）検査基準に満たない項目に対し
て設備が必要になる。設備機器もメンテンが
必要な為、水質を維持する費用が半永久的に
続く。水道料金が掛からないが水質によって
は逆に高額になる可能性がある為、営業で使
用する場合には特に注意が必要となります。
井戸水を新規で設けたい場合は、これらを考
慮していただきたいと思います。
２．漏水について
漏水は、はじめのうちはわずかでも、日ご
とに多くなり、貴重な水が無駄になるばか
りではなく料金もかさみます。漏水は早期
発見・早期修繕が大事です。
漏水の見分け方
・シューシュー音がする
全ての蛇口を閉じて蛇口のハンドルや室内
配管に耳をあてると音がするとき。
・地面がぬれている
・使用していないのにメーターが回る
使用していないのにメーターの赤い針もし
くはパイロットマークが動いているとき。

ご家庭や事業所でのメーターボックスの位置
は必ず把握して下さい。
３．排水のしくみ
①下水道
下水道には、合流式下水道と分流式下水道が
あります。合わせて流すか、分けて流すかの
という事です。
②浄化槽
浄化槽とは、汚れた水をきれいにするために
使われる槽のことです。槽の中に微生物がい
て、その微生物が汚れを分解することによっ
て、水をきれいにする仕組みです。自宅に浄
化槽を持っている人は、浄化槽の点検と清掃
が必要になります。そして、この点検と清掃
で費用が発生しますので意識しておいた方が
良いでしょう。
排水菅の詰まりの注意
15 年程前までの市の下水方法（留桝方式）で
すと、台所やふろ等の排水により油が溜まり
固まる為、清掃が必要です。
トイレに固形物を流してしまう。こういう場
合は、ご連絡をいただければ、対処しますの
でよろしくお願いします。
＊斎藤様、貴重なお時間とお話しありがとう
ございました。

宅内で蛇口や止水栓が破損し、水が噴き出し
たときは、先ずはメーターボックス内のバル
ブを全閉にして下さい。

「幹事報告」
●米山梅吉記念館 館報 2019 春号 Vol.24 が届いていま
す。●第 11 回理事会の報告がありました。

￥９,２４４
ご協力ありがとうございました。

～ゴルフ愛好会より～
3 月 26 日（火）＠ 鹿島カントリークラブ
いよいよシーズン到来ですね。晴天の中、心地よい汗
（時々冷や汗）を流しました。 この日の参加者は 6 名。
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「Lunch time １分間スピーチ」

酒井善盛ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ

ロータリーに入って良かったことは？青木会員どうですか。「友
達ができたことです。」その通りだと思います。人の付き合いが増
えます。多分、電化製品は青木会員から買っていただいていると思
います。ロータリーに入っていなければ、そういう付き合いが出来
なかったと思います。商売だけではなく、感動を分かち合えたりと
ながい付き合いがでます。郡山西北ロータリークラブで伊藤浩パス
トガバナーは、とても仲良くしていただきました。私が国際大会に
行く前に会いに行った時は末期状態でした。国際大会後すぐに会いにいくと手を握り笑っている様に見
えました。そのあくる日にお亡くなりになりました。葬式で息子さんにお会いし、生涯の友達ができた
のは、ロータリーのおかげだと言われ遺言だと思いました。

青木謙二
荒明健
大谷和年
岡田義則
小澤積
佐久間岩男
野口美佐子
野地庄蔵
宮城住夫
森昭文

ゴルフ同好会
ゴルフ同好会

1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
1,000
6,000
5,000

計

￥7,000.

累計

￥222,000.

計

￥7,000.

累計

￥224,000.

計

￥21,000.

累計

￥416,106.

齋藤社長卓話ありがとう御座意ます。
齋藤社長卓話ありがとうございます。
セントラル住設齋藤社長さん卓話ありがとうございます。
齋藤社長卓話ありがとうございます。
齋藤さんご苦労様です
齋藤社長卓話ありがとうございます。

優勝 酒井パストガバナー
７月分、スマイル

６人で楽しみました

（円）

出席報告 ： 会員数２９名

南相馬ロータリークラブ

Since.2007

出席数１２名

出席率４１％

会長：大谷 和年 / 幹事：岡田義則

例会日 ： 毎水曜日 １２:３０～１３:３０
例会場 ： ウエディングパーク 原町フローラ 南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6
事務局 ： 南相馬市原町区錦町 2 丁目 68-6
TEL 0244-23-1268 FAX 0244-26-5935

HP http://www.minamisoma-rc.org/ E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp
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