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2020‑2021年度 国際ロータリーのテーマ

会 長 報 告

樫畑

E-mail：info@werc.jp

友洋 会長

皆様こんにちは。
今日、4月22日はアースデイ（地球の日）です。
ロータリーでは、「環境」が重点分野に加わりましたが、アースデイを機会として、私たち一人ひと
りも環境問題を意識していくことが大切だと思います。
例えば、プラスチックの使用を控えることや、スイッチを押せば電気が点く、蛇口をひねれば水が
出るといった当たり前に思えることに感謝し、有難く使うことでも環境にやさしくなれるのかもしれません。
ひとりのロータリアンとして、私も小さなことから行動に移していきたいと思います。

幹 事 報 告

亀田

直紀 幹事

委 員 会 報 告  角谷 芳伸 次期幹事

◦当クラブ5月6日の例会は休会となり

次年度のための地区研修協議会が4

ますのでお間違いのないようお願い

月24日に YouTubeライブ配信にて行わ

します。

れます。該当する委員会（会長、幹事、

◦国際ロータリーより2021年バーチャ

国際奉仕委員会、会員増強委員会、社

ル国際大会オンライン登録のご案内

会奉仕委員会、青少年奉仕委員会、ロー

が届きましたので皆様にお配りしてお

タリー財団委員会、米山記念奨学委員会）の方はご視聴

ります。

下さい。

◦2640地区より「日本のロータリークラブ誕生100周年」
記念ベストが会員全員に配布されるという案内が届い

ロータリー財団より表彰

ております。各自のサイズを事務局までお知らせ下
さい。
◦新型コロナウィルス感染拡大の状況に鑑み例会取り消
しのお知らせが届いております。
和歌山城南 R.C.………… 4月22日（木）
和歌山北 R.C.…………… 4月26日（月）
和歌山アゼリアR.C.… … 4月26日（月）
岩出 R.C.………………… 4月22日（木）
高野山 R.C.……………… 4月23日（金）
、5月7日（金）
有田2000R.C.… ……… 4月25日～6月15日

山本 進三さん
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー５回目
中山 恒夫さん
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー４回目
山野 武彦さん
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー３回目

樫畑 友洋さん
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー２回目
西岡
崇さん
ポール・ハリス・フェロー
三木 保典さん
ポール・ハリス・フェロー

お め でとうございます

卓話「和歌山市の水道－和歌山水道の歩み－」 � 和歌山市企業局水道企画課 班長 宮之原和俊さん
日本の水道は水系感染症の流行対策
として、明治20年に横浜で創設されま
した。
本市の水道においては、大正10年に
創設認可を受け、大正14年から計画1

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

日最大給水量12,500㎥で給水を開始しました。その後、
人口増加や社会活動の発展に伴う水需要の増加に対応す
るため拡張工事を行い、令和元年度末では普及率98.5%
となっております。
本市企業局は3つの浄水場と、一つなぎにすると本市

❸ 好意と友情を深めるか

❹ みんなのためになるかどうか

❶ 真実かどうか

❷ みんなに公平か

から国後島までの直進距離に相当する約1,510km の水
道管を含めた水道施設を保有しています。
現在は、拡張した時代の水道施設が、順次、更新時
期を迎えており、水道事業の継続のために行った事業の
概要を紹介いたします。
まず、水道管についてですが、水道管の老朽化につい
ては、全国的な問題となっており、全国の水道管を一つ
なぎにすると地球16周と1/4に相当する約650,000kmと
なります。
そのうち更新時期を迎える水道管の延長は地球2周分
に相当する約80,000kmで、さらに更新時期を迎える水
道管は年々増加しております。
本市企業局が保有する水道管においては、和歌山城
から名古屋城までの距離に相当する水道管が更新時期を
迎えています。
このような老朽化した水道管の更新を重点項目の1つと
し経年劣化、機能面、重要度の3つの視点から優先順位
を決定した上で、災害に備えた耐震管へと布設替を実施

しております。さらに水道管事故が発生した場合の断水
などの影響を回避、減少出来るように水道管のループ化
を行い安定した供給に努めています。
次に浄水場についてですが、旧真砂浄水場と加納浄
水場について、大規模な更新事業を行いました。
旧真砂浄水場においては老朽化対策と共に、緊急時
給水拠点の機能として、給水装置や自家発電設備、屋外
電源設備等を追加し、令和元年3月より加納浄水場から
供給を受ける配水場へと生まれ変わりました。
加納浄水場においては、カビ臭対策として活性炭注入
設備を新設し、老朽化した沈殿池の更新と共に処理水量
を増量した横流式沈澱池を設置致しました。
このように本市企業局では、本市が目指す「誰もが安
心して住み続けられる持続可能なまち」の実現のため、
いつでも安全・安心な水を安定的かつ効率的に供給し、
市民に信頼され満足される「安心・安全 笑顔あふれ
る 元気わかやま水道」を目指し全力で取り組んでまい
ります。

にこにこ箱

ありがとうございました

村田

昌之さん

創立50周年記念ボールペンを作りました。

瀧川

嘉彦さん

宮之原様本日は卓話よろしくお願いします。

片岡

聖佳さん

前野様、宮之原様本日は卓話よろしくお願いします。

奥村 申二さん

前野様、宮之原様本日の卓話よろしくお願いします。

樫畑

友洋さん

水道企画課前野様、宮之原様本日はお忙しい中ありがとうございます。

亀田

直紀さん

細川

竜二さん

村田様創立50周年おめでとうございます。
前野様、宮之原様本日はよろしくお願いいたします。
村田様創立50周年おめでとうございます。
前野様、宮之原様本日は卓話よろしくお願いします。
村田様創立50周年おめでとうございます。
本日の累計…10,000円（計7名7件）〔お誕生日お祝い…350,000円 奥様花お礼…102,000円 皆出席表彰…35,000円 その他…1,195,000円 累計…1,682,000円〕

本日の例会

5月13日(木)

前回の例会

4月22日(木)

■クラブフォーラム
「青少年奉仕」

■クラブフォーラム
「社会奉仕」

■卓話
国際ロータリー第2640地区ガバナーエレクト・社会奉仕委員長 豊岡 敬さん

■卓話「和歌山市の水道 ＝和歌山水道のあゆみ＝」
和歌山市企業局水道企画課 班長 宮之原 和俊さん

■ピアノ演奏
パリの屋根の下 (RAOUL MORETTI)
フル・フル (HENRI CHATAU)

中井

次回の例会
■卓話

利枝さん

5月20日(木)

（株）
ミニジューク関西 代表取締役 島垣 利光さん

■ロータリーソング
島 公造 ソング副委員長
「和歌山県民歌」「和歌山東ロータリーの唄」
メーキャップ

（敬称略）

4月20日
（火）北海道2500ロータリー Eクラブ
4月23日
（金）和歌山南 R.C.
4月23日
（金）北海道2500ロータリー Eクラブ
4月28日
（水）和歌山西 R.C.

国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日
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例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 和歌山市三番丁6三番丁ビル5Ｆ
42名（内出席規定適用免除会員8名）
事務局／〒640-8142
TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
4月22日
（本日）
27名/38名
71.1%
例会日 木曜日ださい。
12時30分
皆さん、出席してく

出席報告
会報・広報・
Ｉ
Ｔ委員会／瀧川
島

嘉彦
公造

藤村
孝義
玉置
出席副委員長

博康
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