
 

◆第 3313 回例会 3 月 7 日 会長の時間(吉田エレクト)   

藤田会長のお父様がお亡くなりになられましたので、 

急きょ会長代行として務めさせていただきますので、 

お付き合いよろしくお願いいたします。 

昨夜の交流戦は、OHTANIsan の SHOW TIME でしたね。 

パワーをまざまざとみせつけられました。他の海外組メンバーも相まって、ベンチの雰囲気

も良く、期待が増します。 

さて、今週末は花巻ロータリーカップ小学生親善バレーボール大会が開催されます。

9 時集合としております。皆様のご参加、ご協力そして応援をお願い致します。花巻ロ

ータリークラブ大会横断幕を張って、大会を盛り上げロータリーの公共イメージ向上にも

努めて参ります。 

3.11 といえば、震災から 12 年となります。あの時も確か数日前までは春を予感させ

る気候だったかなと思います。3 日前の前震、私は家族と東京お台場へ車で向かってい

るときに、埼玉の SA の TV で知りました。そして、11 日 14:00 にお台場のホテルを出

て、首都高速を抜け、東北道栃木の SA で緊急地震速報がなり、揺れの大きさに異

常事態を感じ、食糧を買い、スタンドで満タンにして、行けるところまで高速を北上しまし

たが栃木県内の IC で強制的に降ろされました。そこから花巻まで 24 時間。真っ暗で

余震が続くなか、のろのろ渋滞、途中ヘリや消防車、救急車、災害有線の声が響き渡

り、途中何故か大崎市のあたりでは吹雪と路面凍結という中を、途中福島で 20ℓだ

けガソリンを分けてもらって、何とかメーターぎりぎりで帰ってきました。途中、津波の痕跡

やコンビナート火災を横目で見ながら。災害がおこらないことを願うばかりですが、備えも

肝要です。 

今日は、会長の時間、慶祝しかプログラムがありませんので、月間テーマ『水と衛生』

をキーワードに『水』について少しお話したいと思います。私の仕事は、水と空気にも関わ

った資機材を販売しておりますので少しお付き合いをお願い致します。 

 まずは、日経新聞の 2 月に掲載された、『不足する水、管理は誰が』のコラムです。 

石油や希少金属、食料品の陰で、見過ごされている『水の問題』について、触れており

ました。アメリカでの話ですが、日本でもありうる話です。将来、水不足は大きな問題と

なる様相を秘めています。急激な人口増加や気候変動により、それまでの石油に起因

していたものが、水の権益争奪より国際紛争の火種となる可能性も散見されています。 

 日本は水に困らないようにも一見見えますが、この問題は他国のことではなく、そのま

ま日本へ降りかかる可能性が大いにあります。以前、卓話で話したこともありましたが『ヴ

ァーチャル・ウォーター』という考え方です。工業製品・農業製品等の多くを輸入に頼って

いる日本、他国の水資源を自国よりも消費してその益を受けている国の一つという事で

す。 

関係国に水争奪戦が起これば、輸入品が滞ることも想定されます。海外では国を跨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

     

 

  

 

 

       

 

3月 14日 第 3314回 例会 

■本日のプログラム        例会進行：会場監督 

1.開会点鐘 

2.ロータリーソング 

3.四つのテスト 

4.会長の時間 

5.クラブ協議会 

次年度委員選出 

6.委員会報告等 

7.幹事報告 

8.出席報告 

9.連絡事項 

10.閉会点鐘 
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幹事 
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月間テーマ：水と衛生月間 

四つのテスト 
言行はこれに照らしてから 

 
１、真実かどうか 

２、みんなに公平か 
３、好意と友情を深めるか 

４、みんなの為になるかどうか 

 

2022-23 年度     

会長：藤田勝敏 

幹事：藤村弘之 

会場監督：阿部一郎 

会長ｴﾚｸﾄ：吉田和洋 

副幹事 ： 市村 律 

★★3/7 のメニュー★★ 

■今後の予定 

3/21(火) 休会 春分の日 

3/28(火) クラブフォーラム  

花巻 RC 奨学生卒業報告 

■その他予定 

3/23(木)ぬくまる食堂フードパントリー 

■幹事報告 

・2022-23 年度地区研修・協議会開催のご案内 

〔国際ﾛｰﾀﾘｰ 2520 地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ 森川昭正〕 

・ｶﾀﾛｸﾞ送付のご案内及び商品価格の改定について 

〔㈱オクトン〕 

・やまだの作文・第 51 集  

〔山田 RC 会長 松本龍児〕 

 

■出席報告 

32 人中 15 名 

出席率 53.5% 前回修正 60.7% 

 

■メーキャップ 

3/5(日)2023-24 年度会長エレクト研修セミナー 

吉田和洋君 

3/5(日)2022-23 年度青少年交換(長期・短

期) 第 3 回オリエンテーション 

佐々木史昭君 



■第 3312 回ニコニコボックス 

【佐々木史昭君】三田望さん、佐藤良介さんには、叙勲ならびに花

巻市市勢功労者表彰、まことにおめでとうございます。お 2 人の存

在そして行動そのものがロータリークラブ、花巻地域へ多大なる貢献

を頂いて来ましたこと、心よりお礼お祝いを申し上げます。益々の御

健勝をお祈り致します。 

 

■第 3313 回ニコニコボックス 

【藤村弘之君】慶祝の皆様、おめでとうございます。これからも元気

で楽しく過ごしてください。吉田君、御苦労様でした。 

【吉田和洋君】昨年、胃痛治療の際にピロリ菌検査をすすめられて

行っていたのですが、結果を聞きに行っておらず、奥さんに促され行

ったら見事アウトでした。昨日から投薬治療スタートしました。再検

査は 1 ヶ月後です。禁酒中です。来週のクラブ協議会よろしくおね

がいします。藤田会長のお父様のご冥福をお祈り申し上げます。本

日は会長代行でした。 

【髙橋豊君】とうとう 75 歳を迎えました。後期ではなく、光輝高齢

者です。父が 75 歳で亡くなりましたが、気持ちだけは若く、健康に

留意して平均寿命を超えたいと思います。 

【浅沼幸二君】妻の誕生祝いありがとうございます。健康で元気で

す。 

【上田穣君】不肖の息子と素敵な恵ちゃんの結婚記念をありがとう

ございます。早いもので 1７年にも(確か)なるのです。この間に 3 人

の子供に恵まれ幸せいっぱいでしょう！親としても幸せいっぱいです。 

【佐々木史昭君】今年度の地区青少年交換(短期)オクラホマ派

遣は、先週日曜日に最終オリエンテーションが行われ、来週水曜日

の 3/15 に出発し、2 週間現地に滞在します。逆に、オクラホマ受

入は 6/8(木)～6/21(水)まで羽田空港→都内観光→仙台宮

城→盛岡→花巻北上→都内→羽田空港の予定で、具体的な調

整を始めています。花巻には、おそらく 6/16(金)～6/19(月)まで

となりますので、御協力をお願い致します。 

【阿部一郎君】誕生祝ありがとうございます。63 歳になりました。薬

を忘れず飲みながらこれからも元気に飲み歩きたいと思っています。 

【橋川秀治君】今週末は花巻ロータリーカップ。参加したかったです

が、日本菌学会公認のきのこ鑑定の準鑑定員の資格認定式と講

習会があり、青森に 2 日間行っています。自販機で子ども食堂応

援プロジェクトは 5 月始動を目指しており、明日と 3/17 にオンライ

ンで説明会を行います。ドキドキです。 

【市村律君】私と妻の誕生日のお祝ありがとうございます。2 人合わ

せて 120 歳の節目を無事に迎えることができました。これからも楽し

く過ごしていきたいと思います。 

【藤原喜子君】藤田会長の御尊父様のご逝去お悔み申し上げま

す。会長代行を務められた吉田会長エレクト、エレクトの時間 3.11

の時のお話とても興味深く、理事会での取りまとめもさすがでした。ま

た、早々とホワイトデーのお返しを立花さん、浅沼さん、松田さんの

3 名の皆さんお気遣い誠に有難うございました。 

 

 

 

 

 海外では国を跨ぐ河川が多く、上流の国はそれを制限する権限を持って

いると勘違いしている国も多くあります。 

また、日本でも海外の方に水源地を含む土地、山林を買われることは、

別の意味で安全保障にも関わります。アメリカでは政府が、水が不足しそ

うな状況を鑑み、栽培に必要な大量の水を使う農作物などを将来的に

規制しようという動きもあり、水を取り巻く環境も保護主義へ動く可能性

も否めない状況とありました。 

日本では、なんでもない蛇口をひねれば安価で安全な水を、いくらでも

得られるように見えますが、上下水道の民間委託を含め、今後人口減

少と共に料金収入も減り運営が立ち行かない、経験者がいない事業体

が増えると、民間事業者が水の需給により価格を決めるという事も想定さ

れます。水道の行かない未給水地域も置き去りにされていきます。将来、

国連が言う『水ストレス』によって、国間の対立が助長されないよう願うば

かりです。水を管理するシステムは実は時代遅れのものが多いという指摘

も。たかが水、されど水。命の根源の水資源を、どう次代に繋げていくか、

我々の時代の責務かもしれません。（参照：日経新聞 2023 年 2 月

8 日掲載） 

来週は、クラブ協議会 次年度委員選出で、またまた私がお話しなけ

ればなりません。既に皆様へはお願いをさせていただいておりますが、なにと

ぞロータリーの寛容の精神で、温かい目で見守っていただきますようお願い

いたします。 

追伸：長期交換留学生 カーラさんから、いまでも LINE で交流してい

る、私の次女へ“2 月に結婚した！” と英文で LINE が来まして、花巻ロ

ータリークラブのみなさんへお伝えくださいと言われてましたので、この場を借

りてご連絡いたします。お相手は US.ARMY の方とのこと。アメリカとカナダ

境の雪の多い寒い地域にお住いのようです。愛があれば、苦手な気候の

場所でも、楽しい場所・・・かな。お幸せに！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

花巻ロータリークラブ 
<<事務局>> 

花巻市花城町 10-27 
花巻商工会議所 

TEL/FAX 0198-41-1133 
e-mail:hrc@hanamaki-cci.or.jp 

URL:http//www.hanamaki-rc.com 

■慶祝 高橋 豊 挨拶要旨 

誕生祝いありがとうございました。とうとう 75 歳 

になってしまいました。自分でもちょっと信じられ 

ないような感じがしております。私の父親も 75 

で亡くなっているので、75 歳ってちょっと気になる 

年齢です。後期高齢者は前期・後期ってのはどうもあんまり好きじゃなく

てですね、色々考え、光り輝く光輝高齢者という風に勝手に名付けてお

りますが、気持ちだけは若くもう少し元気で頑張りたいなと思います。とり

あえず平均年齢を越すこと、できれば 88 歳の米寿ぐらいまで生きていら

れたらなあというふうに考えております。亡くなる時にあまり後悔しないで

家族や皆さんにありがとう、さよならって言えればいいんですが、まだ先の

話だと思いますけども。特に私の父親は 68 歳に脳梗塞で倒れて、7 年

間も寝たきりで、口も聞けなくて本人も気の毒でしたし、我々家族もちょ

っと大変だったんです。会社も大変だったんですが。当時と今では、そうい

う健康に対する知識・認識も違いますし、医学も進歩していますから、

普段健康管理に少し注意すれば、それなりの年齢まで生きられるかなと

思います。 

 話は変わりまして、先程のバーチャルウォーターの話に私もちょっと関心

があってですね、日本で最初に水道管を作ったのは実はクボタです。今

から 130 年ほど前に久保田権四郎さんっていう方が、当時の水道管は

イギリスから輸入していたらしいんですけども、国産の水道管を作りたいと

なったんですが、金も技術もなくて、大変な苦労をしたようですけども、初

志貫徹ということで成功して、それが普及したんですね。 

現在、この地下に埋められている水道管のシェア 6 割ぐらいがクボタで

す。ですから皆さんはクボタの農業機械で作った米を食べて、水を飲んで

いるということでありますので、頭の隅っこにちょっと入れておいていただきた

いなと思っております。駄弁を弄しましたが、ありがとうございました。 

 


