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例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 
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第 １２７６ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29年 3月 14日（火）  ・点鐘時間  12時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 坪井 明親睦委員長 

・来訪者名 関森初義様（IMハイク実行委員長 越谷北 RC） 

・発行月日 平成 29年 3月 21日（火） 

 

佐々岡 修会長 

  「水と衛生月間」に因み 

 浅水ガバナーは次のよう 

  に述べておられます。「清 

 潔な水を確保することが、 

 人々の健康だけではなく、 

 水汲みに費やされた時間 

 を学習に使えるようにな 

 り、識字率の向上にもつな 

 がることや、地域や国の経 

済的な発展にも大いに関係することは、つとに知られた事

実です。また、エイズや麻疹などの疫病で死亡する子供は、

汚染水の摂取による下痢での死亡者よりも少ないという

事実も知っておられる方は多いと思います。これらは、水 

と衛生の問題が如何に人類にとって重要な課題であるか

を物語っているわけです。当地区でも、このような意識か

ら、井戸掘りの支援や浄水器の寄贈、学校のトイレの改

修・設置など多くのプログラムが各クラブの事業として展

開されています。 

 水と衛生の問題は、きれいな水を供給するシステムとい

った単にハード面を作ればそれで終わりというものでは

ありません。この問題の解決には、地域住民の皆さんの生

活習慣や健康管理に関する意識改革が必要となります。す

なわち、道端が公衆便所の代わりになっていたり、井戸を

掘ってもその近くに土壌汚染の危険のあるものが平然と

置かれていたりするのでは、全く意味がありません。啓蒙 

活動や設備の管理体制が常に課題として浮かび上がって

くるのです。そこで、私たちロータリアンに非常に大きい

期待がかかっているのです。ロータリーこそ、この問題の

解決に最も適任だと言われているのです。それは、途上国

と先進国の両方にそれぞれ様々な活動経験を持つ有能な

人材が揃っているので、両者の国の協力・連携体制が取り

やすいということ、また、ポリオ撲滅に向けた活動で培っ

た衛生教育・啓蒙活動や設備の管理を継続的に行うノウハ

ウを活用できるからです。いずれにしても、ロータリーが

これからも重点を置かなければならない分野であること

は間違いありません。」 

水と人間の関係について資料がありますのでお伝えし 

ます。人間の身体は約 60％が水分でできており、毎日一 

 

定の水分を補給しなければ生きていけません。水は非常

に多くのものを溶かすことができる性質を持つため、人

間の体内では水に溶けた様々な物質を用いた「代謝」と

呼ばれる生身体化学反応が行われ、生命活動に必要なエ

ネルギーや各種の物質を作り出し、不要になった物質を

分解しています。「代謝」は、水という溶媒の中で行われ

るとともに、その生身体化学反応の触媒として作用する

酵素・たんぱく質も水に囲まれた柔軟な立身体構造を保

っているため、その機能を発揮することができます。人

は一日に約 2～2.5 リットルの水を必要としていますが、

実際には一日の活動を維持するためにはその約 10倍の水

が必要だといわれています。そのため、ここで生じる差

は、腎臓で浄化再生された水が、また体内を循環すると

いう体内でのリサイクルによって補われているのです。 

身体の中で水を含まない部分はひとつもありません。

骨の中にも髪の毛にも水分は含まれます。つまり、身体

は水の部屋（細胞、組織）と水の流れる輸送管（血管）

で結ばれた生命維持装置で成り立っていると言うことが

できるでしょう。具体的には水は体内で、▽血液となり

酸素や栄養分を身体の隅々まで運ぶ▽体液を構成し細胞

の働きを助ける▽老廃物を尿に溶かして体外に排出する

▽身体温を一定に保つ、などの重要な働きをしています。 

 

中村隆雄幹事 

１．地区より「地区研修・協議会の案内」がきています。 

  出欠確認は高橋次年度幹事が行います。 

２．越谷東 RC より 3・4 月の例会案内がきています。  

 

 

■次年度報告事項         高橋 護次年度幹事 

次年度主要行事一覧表（配布済み）に目を通しておいてく 

ださい。4／21 には地区研修・協議会がありますので出席 

者名簿も合わせてお配りしました。次年度の役職に基づい

て分科会の出席者も記載しましたので、確認のうえ出席を

お願い致します。 

■親睦委員会             坪井 明委員長 

観劇会の資料を配布しました。6／18 に実施した場合の参

加希望者 20 名、懇親会のみ希望者 2 名です。会費 15,000

円（観劇および懇親会費、懇親会のみ出席は 5,000 円）は 

 

次月・次週インフォメーション 

3／21 クラブフォーラム 

／29(水) ３クラブ合同例会 

  4／ 1(土) ＩＭハイク 

 



■出席報告   小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 4 名 10 名  6 名 106.7% 

 

3／21 までに納めていただきますようお願い致します。 

（追加費用発生の際はクリスス例会の剰余金を充てるこ 

とが承認された） 

 

関森 初義様（越谷北 RC） 

             皆さん、こんにちは。久し 

          振りにお邪魔しました。 

              アットホームな環境の中で 

             親近感をもって接していた 

                          だけるためか、自分が素にな 

れるような気がします。 

              あの大震災から 6 年、未だ 

              に見つかっていない方もお 

られますので、突然ですが亡くなられた大勢の方々に哀悼 

の意を表して黙祷を捧げたいと思います。（全員で黙とう） 

先ほど会長から水の話がありました 

が、被災地の方は未だにいろいろな 

面でご苦労されています。過去形に 

ならないよう映像等を見て意識を持 

つことが必要ではないかと思います。 

 本日は 4／1 に実施される IM ハイクのキャラバンで伺 

いました。当日は 8 時 15 分に南越谷集合にて、迎賓館や 

六義園など都内を巡りながら春ののどかな一日を皆さん 

と楽しく過ごしたいと思います。是非とも大勢の皆さんに 

参加をいただきますようお願い致します。 

 

武藤正雄会員 

 私は年長者のため、ほと 

んどの方は昔の私のこと 

を知らないと思います。今 

日はプロフィールを用意 

しましたのでご覧くださ 

い。私は地元で生まれ育ち、 

16 歳の頃から長年にわた 

り農業に従事していまし 

たが、昭和 48 年 4 月に縁あって幼稚園を開園。数年後に 

は体育館が完成し、落成記念として大相撲を開催すること 

になりました。早朝から準備が始まり、園のグラウンドに 

はビールケースの上を粘土土で固めた土俵が作られまし 

た。当日は帯紐のない力士から横綱まで大勢の力士が来ま 

したので、昼食の手配から相撲の後で体を洗い流すため銭 

湯の貸し切り予約、また宿泊場所のないの力士のために春 

日部にある旅館を手配し、バスでの送り迎えも私が担当し 

ました。食事がまた大変で、相手は力士ですから驚くほど 

食べます。部屋のおかみさんは、さど大変だろうと思った 

ものです。幸いにも当日は好天に恵まれて大勢の人に相撲 

を楽しんでいただくことができましたので、良い記念にな 

ったと思っています。 

 ここの街づくりは元島村市長の頃に取り組みが始まり、 

大袋駅から袋山、恩間、大竹あたりから区画整理をしよう 

ということになりました。事業に反対する人もおりました 

ので苦労もありましたが、ここへきて大道がようやく完成 

し、街づくりに関わってきた者として嬉しく思います。大 

竹は地元の方から開発を進める声 

が上がりませんので、ここ暫く大 

きく変わることはないでしょう。 

ここで長く住んでいることもあり、 

この地域ではこれまでいろいろな 

役職をいただいて務めてきましたが、青木さんの引退と共 

に役職から離れました。 

（資料から：大袋連合自治会長、越谷市自治会連合会副会 

長、大袋地区スポレク推進委員長、大袋中学校設立準備委 

員長、大袋地区コミュニティ推進協議会会長、越谷市スポ 

レク推進委員会副委員長、越谷市消防団副団長、西大袋 

街づくり推進委員長） 

 私が幼稚園を始めた頃は近隣に住宅がほとんどありま 

せんでしたが、ありがたいことに開園初年は 200 人ほど 

の園児が来てくれました。教室が足りなくなってすぐに 

プレハブを建設、その翌年にもう一棟、さらにその翌年に 

一棟増設しました。現在は幼稚園と 3 つの保育園（昭和 

54 年に社会福祉法人童育会開設）を運営していますが、 

お陰様をもちまして常に園児が大勢来てくれます。この事 

業は利を優先して運営はできません。子どもたちのために、 

という思いで取り組んでいます。それぞれの園には長女と 

次女、そして嫁が長として勤務、息子は現在、市議会議員 

として仕事をさせていただいております。時間の関係で 

本日はここまでとさせていただきます。 

（資料から：平成 12 年 4 月 瑞宝単光章受章 

      平成 22 年 9 月 防犯栄誉銅章受章 

■スマイル報告 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・本日、IM ハイクのキャラバンでお伺い致しました。よ 

 ろしくお願い致します。         関森初義様 

・関森 IM ハイク実行委員長、ようこそいらっしゃいま 

 した。よろしくお願い致します。武藤先生、卓話で思う 

 存分お話しください。          佐々岡 修 

・IMハイク実行委員長・関森様、ようこそ。本日例会よ 

 ろしくお願い致します。          中村隆雄 

・IMハイク実行委員長・関森様、ようこそ。卓話予約が 

 ありましたが何も用意しておりません。   武藤正雄 

・お客様、ようこそ！3 月も中間になり、そろそろ桜の 

  つぼみもふくらみ始めました。待ち遠しいです。  仲 文成 

・過去が咲いている今 未来の蕾で一杯な今。関森さん、 

 ようこそ。                山﨑晶弘 

・関森様、ようこそお越しくださいました。忙しい時期 

ですが皆様、今日もよろしくお願い致します。坪井 明 

・関森様、ようこそ。武藤さん、卓話を楽しみにしてい 

 ます。本日もよろしくお願いします。    高橋 護 

・お客様、ようこそ。            山下良雄 

・関森様、ようこそ。皆さん、本日もよろしくお願い致し 

 ます。                  菊地貴光 

・関森様、ようこそ！本日もよろしくお願い致します。 

小池和義 

小計 11,000 円 

 


