
 

■創 立 ／ 昭和 29 年 6月 3日                ■第 64 代  会長 ／ 川上 彰久   幹事 ／ 落合 洋司 

■事務所 ／ 藤沢市藤沢 93 新堀ライブ館 204  TEL：0466-25-4000 FAX：0466-26-9292 E-mail：info@fujisawa-rotary.com 

■例会日 ／ 毎週水曜日 12:30～13:30          ■例会場／ 湘南クリスタルホテル TEL：0466-28-2111 

NO.19        第 3091  例会    ２０１７年 １１月  １５日   天候 晴れ 

 

ロータリーソング「 それでこそロータリー 」 

四つのテスト 

 

≪≪≪≪ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介ゲスト・ビジターの紹介≫≫≫≫    

  ゲストスピーカー：相原 厚志 様 

              （紹介者 小澤 会員） 

  ビジター：服部 全弘 様    （鎌倉 RC） 

              須藤 修司 様   （藤沢東 RC） 

 

≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫≪会長報告≫    

 ・例会前に次年度理事役員選考委員会が開催され、 

  大小原年度の理事役員が承認されました。 

 ・会長幹事会報告 

  1.会員増強報告 藤沢 RC     純増 4 名 

                    藤沢東 RC     純増 3 名 

                    ふじさわ湘南 RC  退会 2名   

   他クラブは、増減なし 

  2.先週、大谷ガバナーより R 財団特別寄付、ポリ 

   オ寄付についてのお願いをお伝えいたしまし 

   たが、クラブとして会員皆様に金額をお知らせ 

   いただくご案内を郵送いたします。無理のない    

 

   範囲で、よろしくお願いいたします。 

  3.1月13日(土)地区内1-4グループ合同の新会員 

   の集いが開催されます。出席対象者は会長幹事、 

   会員増強委員長、入会 3年未満の会員です。 

   会場 藤沢商工会議所 ミナパーク 

   時間 17：30～ 

  4.「しずくちゃんに心臓移植を」という募金のご 

   案内がありました。詳しくは、チラシを参照く 

   ださい。 

  5.湘南学園より選抜し、当クラブから青少年交 

   換学生に推薦いたしました安部浩太郎くんが、 

   選考試験に合格し、来年度ブラジルへの派遣学 

   生候補に決定しました。 

  6. My Rotary、目標人数には、達していますが、

さらに多くの皆様にご登録お願いいたします。 

  7.かながわEクラブへのメークアップの仕方を配 

   致しました。ご利用下さい。 

                    

≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫≪幹事報告≫    

 ・会務分担表の最新版を配布しています。まだお持

ちでない方は、事務局よりお受け取り下さい。 

出席報告出席報告出席報告出席報告    （   ）内は計算に用いた会員数 

    

例会月日 会員数 出席会員数 欠席会員数 出席率 

メークアップ 

修正出席者数 修正出席率 

会員数 

１１月１日 ４５（４５）名  ３４名   １１名 ７５．５６％  ２名   ３６名 ８０．００ ％ 

１１月１５日 ４６（４６）名  ３３名   １３名 ７１．７４％       
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≪≪≪≪委員会報告≫委員会報告≫委員会報告≫委員会報告≫    

    ・椋梨 青少年交換委員長 

   会長報告でもお話していただきました湘南学 

   園の安部浩太郎くんが来年度、ブラジルへの派  

   遣候補生となりました。来月からオリエンテー

ションが始まります。皆様の応援をお願いいた

します。カウンセラーは、小沢会員が決定いた

しました。よろしくお願いいたします。 

   また、湘南学園の平野くんがハンガリー派遣の

候補生となっています。 

・小澤 プログラム委員長 

  新会員の皆様に、イニシエーションスピーチの

ご依頼を致しました。日程調整を致しますので、

ご連絡下さい。4 月以降の卓話者を募集してい

ますので、よろしくお願いいたします。 

・牟田口 会員（昨年度プログラム委員長） 

  昨年 4月 26 日に卓話「思い出事業部にようこ

そ」でおいでいただきました、菅井 陽子 さん

が、本日 15 日フジテレビ「ホンマでっか TV」

にご出演します。お時間合う方は、ご覧下さい。 

 

 

≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫≪お祝い≫    

   会員誕生日 11 月 13 日 小河 静雄 会員 

         11 月 22 日 小澤 幸喜 会員 

         11 月 27 日 椋梨 兼彰 会員 

 

小河会員 

 

 

小澤会員 

 

 

椋梨会員 

 

 

 

   結婚記念日 11 月 9 日 桜井 陽一 会員 

        11 月 12 日 椋梨 兼彰 会員 

   

         

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫≪スマイル報告≫    

    鎌倉 RC 服部 全弘 様 

  お久し振りです。本日も宜しく。 

 藤沢東 RC 須藤 修司 様 

  ひさしぶりにメークアップによりました。 

  多くの友にお会いでき、楽しい気持ちです。 

    川上 彰久 会長 

  相原さん 卓話楽しみにしておりました。 

  服部様 須藤様 ようこそお越し下さいました。 

 今井重信 会員 

  前回休みました。申し訳ありません。 

 泉 信子 会員 

  相原様 ようこそいらっしゃいました。 

  卓話たのしみにして居ります。 

  須藤様 ようこそいらっしゃいました。 

 田中 正明 会員 

  相原さん本日の卓話楽しみにしております。 

  須藤さん 当クラブへようこそ。 

  

  椋梨 兼彰 会員 

   お誕生日 結婚祝いありがとうございました。 

   目が見えずにすみません。 

  小澤 幸喜 会員 

   相原先輩いつも様々なご指導ありがとうござ

います。 

  小河 静雄 会員 

   皆様のおかげで誕生日をむかえることが出来

ました！！ 

  桜井 陽一 会員 

   結婚祝い ありがとうございます。 

   これからも２人で仲良く頑張って生きていき

ます。 

 

 

≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫≪卓話≫    

    『水道屋さんがやっている防災訓練』『水道屋さんがやっている防災訓練』『水道屋さんがやっている防災訓練』『水道屋さんがやっている防災訓練』    

        相和設備工業株式会社相和設備工業株式会社相和設備工業株式会社相和設備工業株式会社    

        代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長代表取締役社長    相相相相    原原原原    厚厚厚厚    志志志志    様様様様        

                                             （紹介者 小澤 会員） 

 

湘南の池上彰！！ （小澤会員 談） 

現在、藤沢市菅工事業協同組合理事長 

 



藤沢市の給排水事情  

水は県営、排水は市の管理するため、藤沢市の菅工事

業者は二つの登録が必須となる。 

 

ライフラインの構築と管理をする業界 

菅工事だけではなく、災害復旧に緊急出動もする。 

平成 23 年 4 月、東日本大震災後、いわき市の復旧活

動では、他市の先見支援隊が引き揚げる直前に余震で、

漏水が急増。藤沢市菅工事業組合で、緊急対策会議を

招集。翌朝、現地に向かった。余震が続く中、また放

射能漏れの恐れのある中での危険な作業となった。 

 

 

 

水道管直結式非常用貯水装置―100 トンタンクとは？ 

地下に 100 トンの水の入るタンクを埋設し、水道本管

より常に水を循環させておく。災害時など一般の水道

が使用できなくなった時、水道本館の遮断弁が閉じ、 

タンクに水がたまった状態になり、100 トンの水を確

保できる。藤沢市では、市民センター敷地や公園など

14 地区に設置されている。 

 

 

     （模式図は、横須賀市上下水道局ＨＰより） 

 

水道屋さんがやっている防災訓練 

地域の防災訓練に合わせて、その地域に事業所のある

菅工事業組合員が、100 トン水槽の操作説明を行って

いる。水を汲み上げるポンプの使い方や、水槽の開け

方を解説し、実際に体験してもらう。 

 

ご自宅の近く、どこにタンクが設置されているか知っ

ていただき、万が一に備えてほしい。100 トンで 1 万

人に 3日間の飲料水を確保できる。 

今年度、江ノ島の頂上にも 40トンのタンクが設置さ

れた。 

 



藤沢は水に恵まれている 

神奈川県内に自己水源と水道事業団から受水してい

る。酒匂川水系、相模川水系から近く、近隣に大きな

浄水場がある。給水車で浄水場に行き、水を汲み上げ、

藤沢市内に給水するという訓練もしている。藤沢市内

稲荷に巨大な調整池があり、給水地点がある。藤沢は

水に恵まれた場所であるといえる。 

今後の藤沢の課題は下水道にある。 

 

質疑応答 

マンションなどの集合住宅の対応して貰えるのか？ 

業者の中でも、戸建て住宅、集合住宅、大型施設など 

どのような工事をするか、業者の規模によって違うが、 

近くの事業所にご連絡下さい。小規模な業者が多いの

で、24 時間の対応は出来ていない。 

災害時における病院の水の対応は？ 

タンクはあるのか？ 

市民病院などは設備がある。また、病院のある地域に

は、重要管区が決められていて、破損時には最優先で

復旧することになっている。常時パトロールも行われ

ている。 

 

 

 

 

 

相原様、謝礼をスマイルにして下さいました。 

 

 

 

 

 

 

本日のお料理 


