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３月は水と衛生月間
例会報告

VOL.５８

No.

１３ (No.2641)

３月１０日(水) 晴れ (司会 齋藤政博副委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎会員卓話
五木田裕一会員

ビジター
米山奨学生

傅 梦菊さん

お久し振りです。前回の出席は１１月のことでした。１月・２月は
コロナの為お休みでした。時間の過ぎるのは早いです。コロナ
でイベント等が中止になりました。
博士論文無事終了しました。卒業式はまで先ですが、中国に
帰国して就職をしようと思います。み
皆様コロナに気をつけてお過ごし下さい。一年間色々お世話
になりました。

誕生祝 (１月～３月)

１月会員 斎藤広巳会員 染谷秀雄会員 小島富雄会員 廣井 信会員 大塚令昌会員 大串 卓会員
五味康友会員

３月会員 山崎善市会員 鈴木茂徳会員 荒井孝典会員
１月ご夫人 鈴木(茂)会員 松村会員 廣井会員 北村(英)会員 北村(仁)会員
３月ご夫人 山崎(善)会員 荒井会員 小島会員 松崎会員 宮代会員
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２０２１－２０２２年度 委嘱状

北村 仁会員

石井康弘会員

ロータリー財団表彰

北村英明会員

大塚令昌会員

松崎隆詞会員

諸報告
雑誌委員会

武藤康之委員長

ロータリーの友３月号の紹介
横組み P22～P２５

今、思うこと―東日本大震災から１０年

縦組み P６ P１４

幹事報告
週

五木田裕一幹事
報

なし

例会変更

なし
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小島富雄会員

３月は水と衛生月間
会長挨拶

北村英明会長
皆さん、こんにちは。そして、明けましておめでとうございます。
新年を無事に、お一人もコロナの感染者が出ずに迎えられたことに、先
ずは一安心しております。新年初の全員でのお顔合わせが、本日３月１０
日になるとは、まったく予想しておりませんでした。ガバナー事務所に確
認したところ、３月第一週目から再開催し始めたクラブがほとんどだそうで、
ほぼ同じ状況のようです。クラブによっては、４月からの開催と決めたとこ
ろもあるようです。茨城県の緊急事態宣言は２月に解除されましたが、未

だに東京都・埼玉県･神奈川県･千葉県は継続されたままで、いつまで続くのか？も予測がつかない状況
が続いております。感染力が １.７倍 とも ２倍とも言われる強力な 変異型 と呼ばれる新型ウィルスも埼
玉県をはじめ近隣地区にまで感染者が広がっております。
昨日（９日）の発表で茨城県内も感染者６千人を超え、死者も１１８人となっております。この数週間の内
に坂東市内・つくばみらい市内・そして常総市内の事業所・工場もしくは福祉施設などでクラスター（感染者
集団）が発生、当地区・地域が未だに毎日の様に数人ずつ確認されている状況です。
工場・事業所 などでは、外国人の集団感染ではないか？と疑われておりますが、こればかりはいつ日
本人にもウィルスが襲いかかってきても不思議ではありません。龍ケ崎市ではワクチン接種が３月２０日過ぎ
に決定した旨、聞いております。医療従事者 約１２百人への接種が決まったそうです。常総市内でも３月１
５日～の接種が決まったそうです。日本全国でも医療従事者⇒持病を抱えた高齢者⇒高齢者⇒６５才未満
の人 へと、順次接種されるらしいですが、一体何時全員への投与が完了するのか？河野太郎担当大臣
でもうかがい知れないのでしょう。我々としては引き続き、警戒心を持って行動したいものです。
本日、そんな中での例会となりましたが、ＳＡＡの皆さんに協力頂き、例会前食時 黙食 手指消毒 体
温測定 マスク着用 などを徹底して頂いた上での開催を進めて参ります。本日はとりあえずの短時間の例
会にしたいと思いますのでご協力お願いいたします。なお、今後の開催ペースなどについては、本日例会
後の理事･役員会で議論頂く予定です。
２月に会長挨拶に変えて、でご連絡しましたとおり谷和原カップサッカー大会は中止⇒例年の半分５万
円を協賛金としてお送りしました。４月１５日開催の２８２０地区のゴルフ大会も、コロナの状況を鑑みて当ク
ラブは参加者無しで報告申請しております。５月開催予定の第７分区ゴルフ大会までに状況が好転してい
ることを祈るばかりです。昨年１０月から延期になった地区大会（つくば市で開催）も５月２３日のみ、クラブ
会長・幹事、地区役員、諮問委員 など、一部の方達のみがノバホールに集結、それ以外の会員さんは各
例会場でのリモート参加になる雲行きです。詳細は倉持会長エレクトとも進めて参ります。各クラブの例会
の通り、地区の行事も全くといっていいほど、開催ができない事態です。池田ガバナーとしても、私以上に
やり場のない苛立ちや失望感など、感じておられることと思います。そんな中ではありますが、ガバナーが
年度初めに提唱された重点項目＝環境保全の問題に関しまして、一石を投じられました。廃プラスチック
による自然汚染・動植物への生態影響などが全世界的に問題になっております。弁当などの食品販売時
に無償で付いてくるプラスチック製のスプーンやフォークなども近日中に有料化される法案が成立する旨、
報道されてました。当地区においては太平洋の海岸に面する分区（第１／２／５／８？）がメインで、海岸の
ゴミ拾いなど清掃活動をおこなう。それ以外の分区のクラブは上記の分区と共に、いずれかの地区に応援
し参加する。という奉仕活動計画を立てられたようです。正式な発表は後日となりますが、詳細が決まり次
第ご報告いたします。活動自粛の中、今年度内の実施は叶わず次年度となる９月に実施予定とのことです。
海水浴シーズンが終わって一段落の、海岸が一番汚れた時期、寒風吹きすさぶ前の時期 ということだそ
うです。倉持次年度会長と情報交換の上、進めてゆきたいと思います。環境保全・排出ゴミの削減 などに
関連して、クラブでも貢献できる活動がないか、今後熟慮の上進めてゆく所存です。
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今年度も、あと３ヶ月余りとなってしまいましたが、コロナ感染に関しての医療支援・生活支援・学童支援
等でロータリークラブの存在感をアピールできる奉仕活動･寄附などを模索してゆきたいと思います。例会
場のコロナ感染予防に関するアクリル板の設置なども考えてゆきます。例会はもちろんのこと、綱渡り状態
ではありますが、理事役員会・戦略委員会などの会合も様子を見ながら随時開催予定しております。これら
に関して、関係各位の方には都度ご協力・ご支援を賜ることとなります。どうぞ今後ともよろしくお願い申し
上げます。
最後になってしまいましたが、明日３月１１日 東日本大震災発生から１０年を迎えます。１万８千人を超
える死者・行方不明者がでた、あの大きな出来事を忘れることなく、後世にも伝えてゆきたいと思います。明
日は皆さん、１４：４６分に是非黙祷を捧げて頂ければと存じます。
そして、米山奨学生のフ･ムキクさん、３月１４日がＲＯＴＡＲＹの卒業式と聞きました。
例会もままならず、親睦活動の行事も行えず、貴方とお話しできる機会が本当に少ないままに最終例会を
迎えることになってしまいましたが、今後中国に帰られても日本を忘れず、ＲＯＴＡＲＹを忘れず、日本に関
心を持って行動され、日中の架け橋になっていかれることを希望いたします。今後のご活躍をお祈りいたし
ます。
ワクチン接種も、いつ完了するのか判りません。ワクチンが対コロナウィスルに関してどこまで有効かどうか
も判りません。まだまだ、何処に行っても気が抜けない状況ですが、外出を控えてどうぞ引き続きお身体を
ご自愛下さいませ。

会員卓話 五木田裕一会員
皆様こんにちは。
コロナ禍のもと、私たちの生活も、今までにない変化に直面しております。
本日は、私の職業である不動産鑑定と絡めて、少々お話を申し上げたいと
思います。
茨城県の南部、南西部は、非常に東京都心方面と近い位置にあり、東京
駅を中心に 40Km の円を描くと、そのライン上に旧水海道市が入ります。お
およそ 40Km という場所に存する主な都市は、神奈川方面では鎌倉市、厚木市、東京都では八王子市、埼
玉では川越市、久喜市、千葉方面では木更津市等が入ります。
地価水準を見ますと、鎌倉市の住宅地は 300,000 円/㎡前後、中には 418,000 円/㎡を付けているところ
もあります。八王子市は、八王子駅付近で 170,000 円/㎡～200,000 円/㎡程度です。一方、千葉方面にな
るとぐっと下がり、木更津市は中心部で 45,000 円/㎡～50,000 円/㎡といった水準です。
さて茨城ですが、守谷駅に近い場所が 90,000 円/㎡位、つくばみらい市みらい平地区内で 64,000 円/
㎡程度、常総市は 25,000 円/㎡～30,000 円/㎡です。常総市と鎌倉市ですが、都心への時間距離はほぼ
変わりないのですが、常総市の地価は鎌倉市の約 10 分の 1 と大きな開きがあります。
さて、コロナ禍により在宅ワークが日常的にみられるようになりました。接する事例や情報から推察すると、
昨年夏ごろから東京を離れ、茨城方面へご自宅を求める方々が目立つようになったとの事です。人気があ
るのはつくば市で、充実した教育環境を求め、子育て世代に対し、非常に高い訴求力を示しております。
つくばみらい市もみらい平地区を中心に、都心方面から需要があるそうです。最近目にした事例でも、か
なりの金額を投じた方もいらっしゃいます。また購入に至らなくとも「とりあえず賃貸で」という方も多いようで、
空室率も異常に低い状況が続いております。
この動きが今後も続くのか、一時の流行りで止まってしまうのかわかりませんが、新たな価値観をベース
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に、茨城へ目が向けられているのは事実のようです。大局的には今後も東京一極集中が続くでしょうし、都
心方面から郊外に転出するとしても、30 分圏内程度がせいぜいと考える方々が圧倒的多数だとは思いま
すが、状況が幾分変化しているのかも知れません。
さて話は変わりますが、３月は「水と衛生」月間です。ここでは水について、少々調べた事をお話ししたい
と思います。
随分前になりますが、「世界がもし１００人の村だったら」という本が出たことをご記憶の方も多いと思われ
ます。私が手にした本は今から１３年前の出版なのでデータは古いと思われます。この当時、世界人口は６
７億人でしたが、現在では約７８億人です。この間、16%程増加しております。
さてこの本によれば、村人 100 人のうち 18 人はきれいな水を飲むことができない、と書かれております。
常総市をベースに考えますと、人口が約 62,500 人ですから、11,000 人以上がきれいな水を口にすることが
できない、という事になります。
一方、地球は海水も含めれば大量の水を蓄えており、その量は、13 億 8,600 万 Km3 だそうです。しかし
淡水は、わずか 3,500 万 Km3、2.5％にしか過ぎません。さらにこのうち氷雪が 2,160 万 Km3 です。この残余
の大部分が地下水なのですが、これが約 1,053 万 Km3 です。これが使える「水」と考えますと、水全体のわ
ずか 0.76%しかありません。これを人口 78 億人で奪い合っている状態と言っても過言ではないでしょう。
では人間一人当たり、一日どのくらいの水を使っているのでしょうか。2017 年の統計によれば、飲料・衛
生部門の合計で、世界では１日１人 165ℓを消費しているそうです。最も多いのはアメリカで 545ℓ、日本は
333ℓとの事です。逆に最も少ないのはナイジェリアの 63ℓだそうです。生活習慣や環境などが異なるので単
純比較はできないと思いますが、それにしても大きな差があることが分かります。年間取水量で見ても、や
はりトップはアメリカの 1,530ℓ、日本は 640ℓで、最低はナイジェリアの 74ℓだそうです。当然、気候や地質な
どの面、河川の存否などが大きく関与すると思われますが、世界には水でさえまともに手に入らない地域や
人々が大勢いる、ということを常に意識しなければならないのかと思います。
今の日本では、水は蛇口をひねれば出てくるのが当たり前です。しかし多くの国々では、水汲みが家庭
の中で大きな労働だと聞いております。子供や女性に、その負担がのしかかってきております。また、その
ように苦労して入手した水も、清潔な水とは言い難い状況でもある場合もあります。細菌による汚染などが
あった場合は、人々の健康状態に直接影響を及ぼします。清潔な水を得ることは、人々の健康な暮らしを
支える最低限の条件であることが容易に理解できるかと思います。しかしこの問題は一朝一夕に解決でき
るものではなく、常に向き合わなければならない問題なのだろうと改めて思いました。
以上簡単ですが、私の卓話といたします。
ご清聴ありがとうございました。

出席報告

松崎隆詞委員長

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５０名

３１名

１９名

０名

０名

６２．００％

ニコニコボックス

石井康弘委員長

入金額

142,000 円

誕生祝御礼≪１月会員≫斎藤・染谷(秀)・小島・廣井・大塚・大串・五味
≪１月ご夫人≫鈴木(茂)・松村・廣井・北村(英)・北村(仁)
≪３月会員≫山崎(善)・鈴木(茂)・荒井

各会員
各会員

各会員

≪３月ご夫人≫山崎(善)・荒井・小島・松崎・宮代
6

各会員

累計

1,095,000 円
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お久しぶりです。元気でお会いできて何よりです。綱渡りですが、今後ともご協力宜しくお願いします。
北村(英)会員
お久しぶりです

松村・熊谷・染谷(正)・武藤・田上・五木田(裕)

各会員

久し振りの例会です。みなさなお元気でしたか?コロナは未だ終りそうもありませんが、頑張るしかありませ
ん。もう少しの辛抱です。

松坂会員

皆さんお元気ですか。年末に急性肺炎を患いました。１カ月の闘病の末無事生還を致しました。皆さん気
をつけましょう。米山記念奨学会理事に再任されました。よろしくです。
お久しぶりです。宜しくお願い致します。

北村(仁)会員

小島会員

皆様お久しぶりです。会場設営ありがとうございます。

石井会員

お久し振りに皆様の元気なお顔が拝見出来うれしい限りです。

桑名会員

久々の例会、皆様お元気ですか。コロナは一向に終息しそうもありませんが、with コロナでくれぐれもかか
らないようにしましょう。

青木(英)会員

皆様お久しぶりです。

古矢会員

東日本大震災より早や１０年、改めてお悔やみ、復興を願います。今年初めて宜しくお願いします。
松崎会員
皆さん大変久しぶりです。少しでも早くワクチンを接種して気持ちだけでも安心したいものです。白井会員
皆さんお久しぶりです。皆さんお元気そうで良かったです。
その他

荒井会員

石塚(利)会員

会報委員会

染谷正美委員長

河合恒芳副委員長

米山奨学生卒業式写真集
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中島成則委員

３月は水と衛生月間

写真提供者:河合恒芳会員 こぶしのはな

写真提供者:青木清人会員

梅の花(八重)
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