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2019 年 3 月 5 日（晴れ）第 33 回例会

点
鐘
五味渕会長
司
会
ＳＡＡ 鈴木（明）会員
◇国歌「君が代」
◇ロータリーソング「四つのテスト」
◇本日のランチ
ちらし寿司 茶碗むし お椀 デザート

ビジター紹介

稲見副会長

◇宇都宮市上下水道局
経営企画課 総括 菅原 秀明 様（卓話講師）
随行 鷹箸 敬久 様
◇作新大学ローターアクトの皆様（７名）

会員数 124 名

列席 92 名

月は「水と衛生の月間」です。本日は宇都宮市の
上下水道の取り組みの現状について卓話がありま
すので、よろしくお願いいたします。
◇社会奉仕活動「大船渡市へ桜を植樹する事業」
について概要説明
太城パストガバナー
２月 26 日（火）に床井会員、業者の方と私
の３名で行って参りました。大船渡駅前の夢海
公園、明神前公園、赤崎地区（防御ネット有）
、
越喜来地区（防御ネット有）に植樹予定です。
鹿よけの防御ネットを張る地区は費用がかかり、
桜の予定本数を減らします。総額約 140 万円の
予定で、当クラブから 100 万円の負担、残りは
大船渡西ＲＣからになります。植栽の日は３月
７日～９日です。

幹事報告

会長挨拶
五味渕会長
皆さん、こんにちは。去る２月 23 日は、第３
グループＡ・ＢのＩＭ（インターシティーミー
テ ィ ン グ ） が ご ざ い ま し た の で、 ２ 月 26 日 は
振 替 休 会 と な り ま し た。 ２ 月 23 日 は ち ょ う ど、
1905 年、ポール・ハリスが３名の友人とともに、
第１回目の集まりがあった日で、所謂メモリアル
デーです。ＩＭのテーマは「ポール・ハリスを語
ろう」でした。第１部はＡ・Ｂの 10 クラブの会
長が、ポール・ハリスに関して３分間の卓話を致
しました。第２部ではパストガバナーの鈴木宏さ
んの講話、10 クラブの有志５名による寸劇があ
りました。また、次年度のガバナー補佐、ＩＭの
ホストクラブの紹介がございました。出席者は全
部で約 230 名でしたが、当クラブから、もう少し
参加者がいた方が良いのでは、と思いました。３

出席率 74.11%

手塚幹事

◇ロータリーレート ３月は１ドル 110 円
◇３月は「水と衛生月間」
◇本日 18 時 30 分～ ホテルニューイタヤにて 五
味渕年度第９回定例理事会開催。
◇２月 23 日（土）のＩＭは当初よりやや多くの
ご参加頂きありがとうございました。
◇３月８日（金）午前９時より宇都宮市立陽北中
学校、午後０時より宇都宮市立泉が丘中学校に
て善行生徒表彰を行います。
◇３月 12 日、３月 19 日の例会の時に、ＲＡＣの
バザーの商品の提供をお願い致します。
台湾訪問の報告
辻パスト会長
去る２月中旬、姉妹クラブで高雄の鳳山西區扶
輪社へ行って参りました。訪問の目的は、今後の
交流についての話し合いでした。
※例会資料と台湾東部地震災害義援金に対する
感謝状（花蓮の老人クラブ、少年児童の家、国
民小学校の３カ所から）を各テーブルに回覧。

※詳しい報告は４月の例会にて。

委員会報告
◇親睦委員会
金子委員
＜誕生祝い・３月＞
会員誕生
福田 治雄、菊池 宏章、黒澤 佳樹、
五月女大介、佐々木貞雄、田嶋 章夫、
髙野 藤房、田邉 幅一、田原
聖、
山下 大介 各会員
夫人誕生
福田 治雄、原
賢一、入江 武、
小篠 一暉、丸田 勝美、荻原 耕三、
坂田 早苗、清水 秀修、相馬 克美、
田村 哲男 各会員の奥様
◇親睦委員会
大塚委員長
・４月７日、親睦ゴルフ＆親睦懇親会開催。
・４月14日、親睦バス野球観戦ツアー開催。
参加希望の方は早めにご連絡を。
◇青少年奉仕委員会
小林（正）委員長
・第42回ＲＹＬＡセミナーの報告書をテーブルに
回覧しますのでご閲覧ください。
・作大ローターアクトの方々が例会の振替で当ク
ラブに来ております。
※マハラザン サハンシラ会長から、作大ロー
ターアクトの活動報告が有りました。
◇スマイルボックス委員会
八田委員
平野利一会員 久しぶりのスマイルなので。

卓

話

「宇都宮市の水道・下水道について」

宇都宮市上下水道局 総括 菅原秀明

様

宇都宮の上下水道は、上下水道に携わって来た
多くの先人の方々の努力と功績、また、お客様の
支えによって、平成 28 年３月には水道事業が 100
周年、平成 27 年８月には下水道事業が 50 周年を
迎えることが出来ました。
水道の歴史を見てみますと、世界の水道の起源
はインダス文明の古代都市遺跡であるモヘンジョ
ダロとされています。その他、古代ローマのアッ
ピア水道等も有名です。日本では、16 世紀半ば
の戦国時代に北条家が小田原城内に水を引き入れ

たのが初めとされています。炭や砂でろ過した水
を木の桶を使って城内に配水して主に飲用水とし
て活用したと言われております。それでは、宇都
宮の水道・下水道の歴史についてＤＶＤ「水道
100 周年・下水道 50 周年のあゆみ」で紹介させて
いただきます。
―ＤＶＤ鑑賞－
次に、現在の上下水道の取り組みについてご紹
介させていただきます。
－パワー・ポイントにて説明－
まず、宇都宮市の上下水道局の経営理念につい
てお話させていただきます。企業経営の原点を示
す使命（ミッション）は、「地球の限られた資源
である「水」を守り、「水」にこだわり、「水」を
通じて、お客様に最良のサービスを提供し、快適
な生活環境を確保するとともに、未来に向かって
地球環境の保全に貢献します。」と定めておりま
す。また、将来像（ビジョン）は、ミッションを
踏まえ、将来に向けて「何をなすべきか」将来像
を示すものです。顧客重視、安心給水、適正処理、
安全確保、環境保全、信頼経営の６つの将来像の
達成を目指して取り組んでおります。
ビジョンの達成のために、宇都宮市は、本市
の「第６次宇都宮市総合計画」の上下水道分野の
計画として、また、国の新水道、新下水道ビジョ
ンを踏まえて、地域ビジョンとして、第２次宇都
宮市上下水道基本計画を平成 30 年３月に策定し、
これに基づいて上下水道事業を展開し、取り組ん
でおります。この基本計画のもとに、上下水道分
野の各個別計画も策定しています。
基本計画の内容についてご説明させていただき
ます。まず、今後の施策の方向性を示す、基本方
針が３つあります。「安定した上下水道の推進」
「災害に強いライフラインの確立」「顧客に信頼さ
れる経営の推進」で、この３つの基本方針の実現
方策として７つの計画の柱を策定しております。
１．安全で安心な水道水の供給
２．下水の適正処理の推進
３．施設の適正な管理及び機能向上
４．災害に強い上下水道の確立
５．最良なサービスの提供
６．環境負荷低減の推進
７．健全な経営の推進
本日話した内容等については、お配りした資料
に掲載されております。普段何気なく使っている
上下水道は市民生活にとって最も重要なライフラ
インです。それらを次の世代に伝えることが私た
ちの使命だと思っております。今回の話の内容を
皆様の職場の方、またご家族の方にお伝えいただ
ければと思います。今後もお客様に信頼され続け
る上下水道事業を目指して参りたいと思います。
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