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本日の行事予定 (2016 年 2 月 12 日) 

第 3049 回例会 
卓話担当：田中正明君 

講  師：あま市美和歴史民俗資料館 

    学芸員 近藤博氏 

演  題：「蜂須賀小六について」 

 
合併号 

先々回の記録（例会） 

第 3047 回 ’16 年 1 月 29 日（金）晴れ 

卓話担当：中野義光君 

講  師：愛知県津島警察署長  

警視 富田敏弘氏 

演  題：「津島署管内における犯罪、 

交通の情勢について」 

ストレッチ体操 伊藤哲朗君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 飯村理君 
会 員 総 数  66名    1月 9日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員     4名 
本日の出席率  81.81％  訂 正出席 率  95.08％ 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

本日の挨拶ですが、皆さん

に交通規制などご迷惑をおか

けしている下水道について話

をします。 

まず、はじめに下水道の歴

史について話をします。世界

でもっとも古い下水道は、今から約 4000年ほど前

（紀元前 2000年ころ）に古代インドの都市（モヘ

ンジョ・ダロ）で作られたものだとされています。

その後、どこの都市でもせまい地域にたくさんの

人が住むようになりましたが、下水道が十分に発

達していなかったため、汚物は道路や公園に捨て

られました。そのため衛生状態が悪くなり、ペス

トなどの伝染病が流行しました。9 世紀には世界

各地でコレラが大流行し、なかでもイギリスのロ

ンドンでは 2 万人近い人が死にました。この経験

から、ロンドンをはじめ世界各地で下水道が作ら

れるようになりましたが、現在のように微生物を

利用して汚れた水をきれいにするしくみが開発さ

れたのは、比較的最近である 1914年（大正 3年）

のことです。 

日本で最初の下水道は、弥生時代（約 2200年前）

の大きな集落に見ることができます。奈良時代（約

1300年前）の平城京には、網の目のような排水路

がまちの中に作られています。安土桃山時代には、

大阪城の城下町に太閤下水が作られ、今でも使わ

れています。日本人の手によって作られたヨーロ

ッパ式の最初の下水道は、1884 年（明治 17 年）

に東京の神田地区に作られた神田下水であり、日

本で最初の下水処理場は 1922 年（大正 11 年）に

完成した三河島処理場です。1955年（昭和 30年）

ころから工場の排水などによる川の汚れが目立つ

ようになったため、下水道は、まちの中をきれい

にするだけでなく、川や海の汚れをふせぐ環境保

全という大事な役割も、もつようになりました。 

次に、現在の下水道についてです。総延長約

45.5 万キロ。つなげると地球の約 11 周半にもな

る日本の下水道は高度経済成長を背景に全国に広

がり、街の公衆衛生を支えてきました。工場や家

庭からの排水が増え、川や海の汚染が社会問題に

なると、処理施設を整備し水質改善を担(にな)うな

ど時代とともに多様な役割を果たしてきました。

そして今、その役割は新たなインフラとして注目

されつつあります。最近では全国で頻発(ひんぱつ)

する豪雨による浸水対策も課題のひとつです。気

象庁によると１時間あたり 50 ミリ以上の雨の発

生回数は、増加の一途(いちず)で、各自治体では雨

水を一時的にためる貯留施設の整備を急ピッチで

進めています。国土交通省によると 12年度までに

全国に 1002 カ所作られ、総量は東京ドーム約 12

杯分になります。一方、施設の老朽化も深刻な問

題の一つです。耐用年数とされる 50年を超える下

水道管は 10 年後には全国で約 4 万キロ、20 年後
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には約 11万キロに達すると推計されます。すでに

下水道管に起因する道路陥没が年間約 4000 件発

生しており、そのうち約 3 割が腐食などによる損

傷で起きたものだといわれます。自治体は今後、

更新にかかる費用増大を迫られそうです。耐久性

を上げるための努力は各企業でも進みます。管の

材質は塩化ビニール製が一般的ですが、強度が必

要な場所や大口径のものにはヒューム管と呼ばれ

る鉄筋コンクリート管が今でも主力です。現在で

は防菌性を備えた管や、ゴム製の接続部を採用し

たマンホールを開発するなど様々な工夫をこらし

ています。 

 下水道は宝の山――。これまで廃棄されていた

汚泥が資源として脚光を浴び始めています。処理

の過程で生じるメタンガスを利用したバイオガス

発電が、全国 47カ所の下水処理場で行われ、4万

世帯分の電力を作っています（12年度）。   

また、福岡市では国交省の委託事業として、下

水汚泥から得られる下水バイオガスを原料として

水素を作る世界初の試みを昨年 3 月に開始しまし

た。その水素を充填した同市の公用車（燃料電池

車）が街を走っています。日本全国の未利用下水

バイオガスからの水素製造ポテンシャルは約 1.3

億Ｎ(ノルマル)㎥/年と試算されており、再生可能エ

ネルギーとして大きな期待をされています。処理

熱を有効活用する研究が進み、希少資源のリンの

供給源としても注目される下水。地下に眠る資源

として大きな潜在能力を持ちます。1884年に近代

的な施設が東京・神田に完成してから 13１年。都

市の地下に網の目のように張り巡(めぐ)らされた

ことから、「静脈インフラ」として人々の暮らし

を足元で支え続けてきた下水道。その役割は社会

の変化とともに少しずつ広がり、今やエネルギー

を生み出す「動脈」として姿を変え始めています。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 『ロータリーの友』1月号を

配布いたしました。 

2. 『Rotarian』2月号を回覧い

たしますのでご覧ください。 

3. 本日 16時より津島東高校に

て第 13 回インターアクトクラブ例会が開催さ

れます。メークアップ対象の事業です。 

4. 明日 30日 11：00より「魚しま」において交換

留学生マライアさんのホストファミリー引継

会を行います。新旧ホストファミリー及び、青

少年奉仕正副委員長、会長幹事が出席致します。 

5. 引継会後、交換留学生のマライアさんが、3軒

めのホストファミリー鈴木孝二さん宅に引っ

越しいたします。2軒目のホストファミリーの

成田家の皆様には大変お世話になりありがと

うございました。 

6. 次週例会は 2月 6日(土)、西尾張分区ＩＭに変

更されています。18：00 より名鉄ニューグラ

ンドホテル７階にて開催されます。お間違えな

きようにお願いします。 

7. 同じくＩＭの二次会をミタニビルの 5階「さか

な屋道場」にて設営いたします。まだご返事を

いただいていない方も是非ご参加いただきた

くお願い致します。 

8. 2 月 12 日例会後役員・理事・委員長会議を開

催します。該当の方の出席をお願いいたします。 

9. 同じく 2 月 12 日 18:00 より朝日寿しにて次年

度第１回役員・理事・委員長会議が開催されま

す。該当の方の出席をお願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3047回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

卓話講師に愛知県津島警察署

長・警視富田敏弘氏をお迎えし

て。②前回の職場訪問例会にご

参加ありがとうございました。

③次週の例会は西尾張分区Ｉ

Ｍです。よろしくお願いします。 

浅井彦治君、生田達一君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、

加藤則之君、加藤隆朗君、佐藤雅彦君、杦田勝彦君、

高木輝和君、寺田晏章君、中野義光君、松崎安孝君、

山田勝弘君、余郷利彦君、横井知代君 本日の卓話

講師に富田津島警察署長をお迎えして。 

後藤務君 群馬県に新工場を建設し、今日竣工式

です。 

伊藤彰浩君 皆様ご無沙汰致しています。 

浅井賢次君 ①27年前会長の当時「津島の味と特産

品を守る」の感謝状を職場例会の堀田新五郎さん始

め７事業の方に差し上げ、皆さんにも喜んでいただ

きました。②運転免許証の更新ができました。次回

更新は 90才です。それ迄元気でいられるよう、頑張

ります。応援よろしく。③写真が載りました。 

幅辰雄君 ロータリーgolfに優勝しました。 

高木輝和君 ロータリーgolfに 3位に入賞し、天

に昇る気分です。 

篠田廣君 昨日のロータリーgolf で桑名カント

リーに支払うのを忘れました。 

遠山孝義君 年男の記念にワインをいただきました。 

猪飼充利君 先週の出張例会、ありがとうござい

ました。数々の不手際お許しください。 

稲川明俊君 先週職場例会をよんどころない事業

で欠席しました。猪飼委員長はじめ委員会の方に

迷惑をおかけしました。 

宅見康悦君 出張例会欠席しました。 

大河内勝彦君 先週、出張例会ではニコＢＯＸが

ありませんでした。高木委員長がさびしそうでし

たので!! 

矢田潔君 職場例会を欠席し大河内会場委員長に

迷惑をかけました。 
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相羽あつ子君 ようやく冬が来ました。

先日の大雪でも幼稚園の園庭では雪が足

りないくらい、子どもたちと遊びました。 

伊藤哲朗君 香港から無事帰りました。

結婚 35年で今までで一番仲の良い旅行でした。 

吉田康裕君 先々回のクラブアッセンブリを欠席

して、すみませんでした。引き続き会員増強をよ

ろしくお願いします。 

河西あつ子君 余郷さんにお世話になりました。 

三谷栄一君 松崎先生にお世話になります。 

宇佐美三郎君 松崎先生にお世話になりました。 

浅井彦治君 河西先生と松崎先生にお世話になり

ました。 

山本達彦君 篠田先生にお世話になりました。 

加藤泰一郎君 3 週連続で欠席しました。本日な

にか例会は“ウラシマ太郎”の感じです。 

浅井彦治君、加藤則之君、伊藤哲朗君、八谷潤一

君 幹事経験者楯をいただいて。 

児玉昭君、寺島淳一君、飯村理君、山田章博君、

服部貴君、坂井裕君 ウィークリーに写真が載り

まして。 

伊藤祥文君、八谷潤一君、片岡鉄君、河西あつ子 

その他。 

 
卓 話 

卓話担当：中野義光君 

講  師：愛知県津島警察署長  

警視 富田敏弘氏 

演  題：「津島署管内における犯罪、 

交通の情勢について」 

 

 

 

 

 

 

 

1. 平成 27年中の犯罪発生状況と対策 

1)刑法犯認知件数  2,569件（－225件）  

2)平成 26年と比較して増加した犯罪 

○住宅対象侵入盗  253件（＋28件） 

○オートバイ盗    79件（＋13件） 

○車上ねらい     248件（＋14件） 

○自動販売機ねらい  68件（＋13） 

3)平成 26 年と比較して減少したものの依然と

して多発している犯罪 

○侵入盗  376件（－9件） 

○自動車盗 98件（－6件） 

4)特殊詐欺の発生状況 

○被害件数 14件（－１件） 被害総額  

約 5,720万円（約－1,870万円） 

○手口の内訳 

架空請求詐欺 5件、オレオレ詐欺 5件、 

還付金詐欺 2件、その他 2件   

○被害額が最も大きいもの 

・アダルトサイト利用料金名目に、総額約

2,380万円を騙し取られたもの。 

・コンビニでアマゾンのギフトカードを購

入させられ騙し取られたもの。 

5)平成 28年の犯罪抑止対策 

○侵入盗・自動車盗対策 

・防犯カメラの設置促進と設置方法 

・青色防犯パトロール等の地域貢献活動 

○特殊詐欺対策 

     高齢者に接する機会に一口広報と犯人検挙

のための「騙された振り作戦」 

 

2. 平成 27年の交通事故発生状況と対策   

1)県下交通死亡事故関連 

県下交通死亡事故  213名  （   ＋9名） 

人身事故    55,276名  （－2,111名） 

    平成 15年から 13年連続で全国死者数 

愛知県がワースト 1位 

※ワースト 2位は大阪 196名 （＋53名）  

3位は千葉 180名 （ －2名） 

 【特徴】 

○高齢者被害事故が多発  122名 57.3％ 

・70歳代が多発、増加   63名 

・自転車乗用中が増加   35名  

・横断中、出合頭が多発  69名  

○自転車乗用中の死者が増加 47名  

○交差点で多発       104件  

2)管内交通死亡事故関連 

    昨年当署管内交通死亡事故は 8 名。内、高齢

者（65歳以上）は 3名で、高齢者の占める割

合は、県下平均を大幅に下回り、高齢者対策

は一定の結果を出した。 

3)今後の取組・対策 

○本部に集約された情報を分析し、管内の事

故防止対策に反映 

○高齢者対策 

・記憶に残る交通安全教育等の実施 

・認知症、病気が原因と考えられる事故抑

止対策の実施 

○自転車対策 

・一時停止場所等における「止まる」意識

の醸成 

○交差点対策 

・横断歩行者妨害、信号無視等の悪質違反

の検挙 

4)お願いしたいこと 

○高齢者の方への訴えかけ 

・道路横断は、必ず横断歩道を利用し、左

右の安全確認 

・高齢者の薄暮時対策として、明るい服装

で反射材用品を身につける指導 

○皆様をはじめ従業員のドライバーの方へ 

・高齢者に対する思いやり運転 
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・右側から横断する歩行者と衝突する交通

事故が多発している。左側や対向に注意

が向くので右側も十分注意 

・早い時期からの前照灯点灯するとともに

前照灯をこまめにハイビームに切り替え 

           

3. いわゆる錦三の現況について 

1)社交飲食店の数    

  県下に約 3,300件、その約半数が中区に集中。 

2)客引きとぼったくりの実態 

錦三丁目を中心とした栄地区の客引きは、最

盛期に 300 人ほどいたが、増減を繰り返し、

現在は、強力な取締りなどにより減少してい

るものの、まだ多数いる状況にあります。ま

た、いわゆるぼったくりにつきましては、一

昨年 8 月以降、栄地区において、料金トラブ

ルの相談が増加し、警察が認知した１人あた

り 10 万円を超えるものは本年 11 月末までに

194 件、請求額合計約 7,000 万円に及んでお

り、中には１人で約 350 万円も請求される事

案も発生するなど、極めて憂慮すべき状況に

あります。 

3)ぼったくりの手口について 

入店時、客にセット料金などを説明し、表向

きは法を遵守した健全店のように装っていま

すが、実態は、 

○店舗内に料金表はあるが、他店より料金が

大幅に上回る設定 

○ホステスの飲食代上乗せ、ホステスが複数

入れ替わり飲食物の過剰注文 

○多額のサービス料や手数料の請求 

4)警察の対応 

一昨年からぼったくり被害が増加しており、

その原因等を調査したところ、ほとんどが客

引きにより案内を受けた風俗店等で発生し

ており、客引きとぼったくりは一体のものと

して考え、その対策を一層強化しています。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
先回の記録（例会） 

第 3048 回 ’16 年 2 月 6 日（土）晴れ 

≪西尾張分区ＩＭ≫ 

時  間：18：00～19：30 

会  場：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

会 員 総 数  66名    1月 15日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    16名 
本日出席会員  66名    MAKEUP会 員     7名 
本日の出席率  100％    訂 正出席 率  95.00％ 
超 過 報 告  浅井彦治君、服部貴君、堀田力男
君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、三谷栄一君、大河
内勝彦君、篠田廣君、高木輝和君、田中正明君、
寺島淳一君、山田勝弘君、山本達彦君（第 8 回役
員理事委員長会議） 

 
ガバナー補佐挨拶 

平松清美ガバナー補佐(尾西ＲＣ) 

 西尾張分区の皆様、ようこそ

ＩＭへご参加くださいまして誠に

ありがとうございます。補佐訪問

では温かいおもてなしと特色ある

魅力的な活動の数々を学ばせてい

ただきました。心より感謝いたし

ております。有難うございました。 

ⅠＭは、研修と懇親を深める会であるとおきき

しました。研修については「四つのテスト」を核

にして、各クラブで研修を深めていただきまして、

本日の会は、加藤ガバナーの方針「ロータリーの

原点に学ぶ《友情と寛要の輪を広げよう》」を受

けて、分区のロータリアンが大いに語り合い、懇

親を深め、友情と寛容の輪が深まることを願って

開催させていただきます。「こまのパフォーマン

ス」を見られて、少年少女時代に遊ばれたあの頃

を思い出して頂いたり、若くて可愛い女の子達の

歌声を聴かれながら一緒に歌っていただくなど、

楽しんでいただけることを願っています。皆さん、

のびのびと

くつろぎ、多

くの人と懇

親を深めら

れ、大いに楽

しんでくだ

さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伊藤幸蔵副会長 
ストレッチ体操 

伊藤哲朗君 

伊藤誠国際奉仕

副委員長 

ソングリーダー 

飯村理君 

堀田力男 

親睦活動委員長 

加藤陽一

ガバナー 

合唱団「キッズ・ラプリマ」 

こま名人の奥田啓太さん 

 台北滬尾ＲＣ 

 上期 100％

出席の方… 
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トピックス 

 後藤務君の会社㈱三和

スクリーン銘板が、大島

達男・画「イスキア島に

て」という絵画を津島市

民病院に寄贈しました。

ぜひ見に行きましょう。

（イスキア島は、アラ

ン・ドロン主演の映画「太

陽がいっぱい」の舞台） 

 
青少年奉仕委員会 

 1 月 30 日

(土)、「魚し

ま」にて青少

年交換学生マ

ライアさんの

ホストファミ

リー引き継ぎ

会が行われま

した。会長、

幹事、青少年奉仕委員長はじめ、ホストファミリ

ーの篠田廣夫妻、成田時規夫妻、鈴木三重子さん、

中西里佐さんとご長男(中西里緒さんのお兄さん)

が出席しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年交換だより 

2月 1日、青少年交換派遣学生の中西

里緒さんから 1 月のマンスリーレポー

トが届きました。 

今年もご指導のほどよろしくお願いします。 

 

1月 1日：家族みん

なと話をしながら

ニューヨークタイ

ムズの中継を見て

新 年 を 迎 え ま し

た！ アメリカの

クリスマスは盛大

にお祝いし家族と素敵な時間を過ごしたのですが、

お正月は結構あっさりしていました。私は毎年お

正月に、お節料理やお雑煮を親戚と集まって食べ

ていたので日本にいる親戚や日本料理が恋しくな

りました！ この日にホストが旅行から帰ってき

たので、私もホストの家に帰ることが決まり大慌

てで荷造りをしていました。温かい素敵な家族だ

ったので、お邪魔していたのは 3 週間だけでした

が、最後の夕飯を食べているときはものすごく寂

しかったです…。  

ご飯を食べ終

わると、1月 2日

が誕生日の私の

ためにケーキを

用意してくれて

いました。生クリ

ームやホイップ

マライアさんの着物姿（ワタシン提供） 

1月のホストマザー

成田美保さんと 
「ヨロシク 

 オネガイシマス」 

↑平松ガバナー補佐と一緒に 

 幹事ノミ

ニーです 
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次回例会 

 第 3050 回 ’16 年 2 月 19 日(金) 

卓話担当：幅辰雄君 

講  師：ＡＭＤＡ社会開発機構 

   山上正道氏 

演  題：「ＡＭＤＡ-ＭＩＮＤＳの活動と 

ロータリークラブとの 

連携について」 

 

お知らせ 

■第 14回インターアクトクラブ例会 

  と き：2月 19日（金）16：00 

  ところ：津島東高校（2中教室） 

 

が嫌いな私のために、オレオたっぷりのアイスケ

ーキを買ってきてくれました！ 

1月 2日： 

無事 17 歳を迎えることができました！ ですが、

そろそろ年を取りたくない年になってきました…。 

何も考えず無邪気に遊んでいたい（見た目は高校

生、中身は幼稚園児なんです）。 

そんな私にホストファミリーが夕飯に大好きなピ

ザや、ケーキをつくってくれました！ すごくお

いしかったです♥ たくさんのプレゼントもも

らい幸せなバースデイでした！ 

1月 10日： 

妹にクリスマスにプレゼントした

Face pack で、2 人で歌舞伎役者を

演じてみたのですが、家族にはスタ

ーウォーズに出てきそうと言われ

ました（笑）。妹はハロウインに使

いたいといっていました！ やは

り、歌舞伎メークはアメリカ人的に

は怖いイメージなのでしょうか

(笑) 

1月 13日： 

雪が降り続き、膝下ぐらい

まで積もったので妹と全力

で 3 時間ほど遊びました!! 

1 月は 2 週間以上太陽が見

られなく、気温は 0 度を下

回っているような毎日でし

た。そのため雪は降り放題

で妹と私は大喜び。11歳の

妹と、お母さんに怒られるまで遊んでいました！ 

ジェフというクールな雪だるまも作りました！ 

当初の計画ではアナと雪の女王で人気のオラフを

作る予定だったのですが…。  

1月 30日： 

ホストファザーが買いたい土地があるからその近

くをハイキングしようと言われ連れてこられたの

は丘！！！ スケールのでかさには驚きました。

また、ここを買って何をしたいのか気になるとこ

ろですが。それは、来月のマンスリに載せること

にします。なぜここを買いたいのか当ててみてく

ださい！ 

私たちは 2 時間ほどかけて丘の周りを 1 周しまし

た！！ やはりでかすぎる(笑)。ですが、天気も

良くきれいな空と丘のてっぺんから見える向こう

側の丘がきれいに見えて、気持ちのよい楽しいエ

クササイズになりました♪ 

今月は雪の事や、ホストペアレンツが新学期のた

め忙しかったこともありお家の中で過ごす毎日で

した。欲を言えば、私はお家にいるより外で楽し

く遊んだりいろんなところに行くことが好きなの

でもう少し活発に動きまわりたいのですが…。大

雪で学校はなくならなくても、車での移動は大変

で危険なので雪がなくなるまでの我慢です！ 

学校は 1 月 3 日から始まりました。最初、私はこ

の冬休みを区切りにして 2 学期が終わると思って

いたのですが、1月 15日までが 2学期だったみた

いで、冬休み明けから怒涛のテスト攻めにあいま

した！ 学校全体でテストをやることはなく、ク

ラスごとなので日付も難しさもバラバラでした。

大変な教科もありましたが、今週無事に通知表で

総合評価Ａ－をもらうことができました！ 数学

は 75→85、セラミックスは安定の 100だったので

すが、その他の教科は右下がり…。 

アメリカのホストからは次はもっと頑張れと励ま

されましたが、日本で私を恋しく待っているはず

のお母様からは厳しいお言葉をいただきました。

日本にいるときから私は次頑張ると言い続けてき

ていたので、もう次はないのかも!?(笑)。ですが、

まだ後 3 学期、4 学期が残っているので、Ａへの

挽回のチャンスはありですね！！ 

また、セラミックス 1の最後の作

品のテーマが怪獣だったので、か

わいい怪獣を作りました！ 昔

人気だった「おしりかじり虫」と

いうキャラクターをモチーフに

作ったのですが、アメリカのみん

なは知らないので…💛 ですが、

確認してみたら全然違いました！(笑)。 

3 学期からはセラミックス 1 から進級して、セラ

ミックス 2 になったのですが、みんなの技術も進

化していてちょっとビビってます！ ですが、ア

メリカは人と比べられることはあまりないので、

これからも自分を貫いていこうと思います！ 

学校はすっかり慣れて困ることはないのですが、

友達の少なさに悩んでいます。友達はいるのです

が、仲の良い子や一緒に遊びに行ったりするよう

な子がほとんどいないので、この半年でもっと増

やしていきたいです。3 月ぐらいからは陸上部も

始まるので、スポーツを通しても増やしていけれ

ばいいなと思っています！      中西里緒 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


