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卓話：『バングラディシュの水の現状』
【 会長挨拶：風呂敷物語−三中井商会 】

講師：小澤 一昭 様

森岡 弘通 会長

私の家族は、昭和２１年夏、満州からリックサックひとつを
背負い、着の身着のまま引き揚げてきたため、私の子供の
頃の思い出につながるような品は、写真以外ないはずなのに
私の記憶にも残っていた１枚の風呂敷を今年１月、タンスの
奥で見つけました。
その風呂敷には、三中井商会という名称やその商号、満州での電話番号等が
記され、昭和１４〜５年頃に作製されたもののようだ。調べてみると、
第二次世界大戦前の朝鮮・満州には、三中井という十数の百貨店を経営した
企業があり、その創業者は、滋賀県神崎郡五ケ荘町金堂出身の中江勝五郎で
あることが分りました。
中江の生まれた金堂は、商業の盛んな農村地帯であり、有名な近江商人発祥の
地の１つでもありました。
２０００人程の従業員を使い、三中井の事業は順調に進展しますが、日本の
軍部のすすめる戦時体制化や中国侵攻政策と歩調を合せた拡大方針であった
ことが仇となって、昭和２０年の敗戦と同時に消滅してしまったそうです。

≪例会プログラム≫
【司会】
藤林 良昭
会場設営委員
【点鐘】
森岡 弘通 会長
【ロータリーソング】
『手に手つないで』
【ヴィジター・ゲスト紹介】
山梨県環境科学検査センター
代表取締役
小澤 一昭 様（甲府東ＲＣ）
【ニコニコ報告】
和田 達也 親睦委員長
【出席報告】
岩田 孝支 出席奨励委員長
【卓話】
講師：小澤 一昭 様

三中井商店が今でも日本にあって、手広く商売をしていたら、風呂敷を持って
行けば歓待してくれるのではないかと思っていたのです・・・。
残念ながら、風呂敷の行く宛は、さしあたり無くなりましたが、捨ててしまうのも忍びないという事で、
もう一踏ん張りすることにしました。
さらに調べていくと・・・時間となりましたので続きは次回と致します。

【 幹事報告 】

疋田 久武 幹事

・ＲＩより９月の円レートが発表されました。 １ドル＝９４円
・例会変更のお知らせが、東京飛火野ＲＣから来ております。
・高幡不動尊より「あじさい祭り」協賛金のお礼状が届いております。
・社会福祉法人『東京光の家』より
（東京光の家９０周年記念）正秋バンド「チャリティーコンサート」のご案内が来ております。
１０且３１日
・
『第６回

／

日野市民会館 大ホール

ひの薪能』
（９月２６日）のチケットが購入可能となっております。

卓話：【 バングラディシュの水の現状 】
＜㈱山梨県環境科学検査センター 代表取締役社長

小澤 一昭 様＞

【 講師プロフィール 】
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いつもお世話になっており、経営の師でもあります後藤様の計らいで、このような場を頂き有難うございます。
本日は、国際ロータリーの強調事項である『水』
『貧困』
『飢餓』について、全てが絡み合っている問題でも
ありますが『水』について、
『バングラディシュの水の現状』について、お話させて頂きたいと思います。
私がバングラディシュの地下水が

ヒ素

汚染を受けているのを知ったのは１０年前です。

当時から所属していた「雨水市民の会」の事務局長村瀬誠氏の発案で、水利用の国際貢献として雨水利用を推進す
ることを活動方針として決め、バングラディシュの現地調査から始まり、現在の『Sky Water Project』に至って
います。その時「なぜ地下水にヒ素があるのか？」
「汚染された地下水を飲んでいる住民は大丈夫なのか？」
「代替
水源をどう確保していくか？」という事を感じました。
また、住民の生活状況は本当に貧困を極めており、あまりの違いにどうしていいのか戸惑っていました。
ヒ素汚染の原因として、ヒマラヤ山脈からの堆積物が考えられています。そして、地下水の汲み上げ過ぎも原因と
なっています。日本政府のＯＤＡによって、多くの井戸が設置されました。
ＯＤＡによって「水源の確保」という問題をクリアしたら、ヒ素汚染という問題が発生する・・・。
途上国への支援の難しさを表しているのではないでしょうか？
その後１０年間、雨水市民の会では、信頼できる現地ＮＧＯの協力の基に、雨水利用を勧める技術提供、雨水タン
クの作成、ローコストタンク開発と設置、低所得者層への雨水タンク導入に役立つマイクロクレジットの紹介、
雨水タンクの維持管理指導を行ってきました。
その成果は大きく、雨水タンクを導入した地域でのアンケートから「病気がなくなり、神からの贈り物が全ての
問題を解決してくれました。近所の家庭にも水を分けています。
」という感謝の声が多数よせられています。
私達は、資金提供や地域支援という一方的な『あてがい型』ではなく、現地企業やＮＧＯとの『参加協働型』の
国際協力を進めています。フェアトレード等を通して、現地が自立できるように支援するのが今後の課題です。

【 雨水タンクの仕様 】
・タンク容量
4ｔ（4000 ? ）
・1 人当たり年間使用量 0.36ｔ
(2 ㍑×180 日)
・対象人口
11,000 人
・建 設 費

18,000 円/基

※ 乾季(半年間)の飲料水をまかないます。

詳細は『ＤＶＤ(事務局にて貸出)』をご覧下さい。

【 ニコニコ報告 】 和田 達也 親睦委員長
本日のニコニコ： 18,000 円／累計 229,000 円
ビジターフィー：

0 円／累計

8,000 円

疋田久武

君

８月も最終例会となり、いよいよ秋です。

奥野誠也

君

しばらくお盆の行事等で出席できずに申し訳なく、心から思っております。

後藤一郎

君

小澤さん、お忙しい中ありがとうございます。

成田恭隆

君

老人ホームの健診を実施して思いました。
私の母親は口も頭も達者で「ヘコまないババー」と思っていましたが、

.

ヘコまない事に感謝したくなりました。
藤林良昭

君

忘れかけた新型インフルエンザが流行しているようです。手洗いうがいをしましょう。

松浦信平

君

禁煙３週目。何とか持ちこたえています。

山口徹雄

君

和田さんの明るいあいさつに思わず・・・。

山下雅弘

君

和田達也さんのメタボな時の写真を拝見し、今とは別人。私もダイエット始めます！

和田達也

君

今年の夏はエコのためエアコンなしで頑張りました。

※９月２３日(水)にクラブ奉仕部門での炉辺を行う予定です。場所は９月一杯で営業終了する多摩テック
クアガーデン。炉辺出席該当者以外にも、希望者が多い場合は親睦主催の「ありがとう多摩テック」
炉辺にしたいと思いますので、出席希望の方はお申し出下さい。

お風呂・飲物込みで６０００円です。

※１０月２１日(水)に新入会員歓迎の親睦旅行を行います。多数の会員のご参加をお待ちしております。

【 出席報告 】岩田 孝支 出席奨励委員長
＜事前のメーキャップ＞
小倉裕美 君（クラブ奉仕委員会）
島倉邦子 君（クラブ奉仕委員会）
西田欽一 君（45 周年事業委員会）
渡邊章郎 君（理事会）

本日報告

＜先週のメーキャップ＞
奥野誠也 君（ワイキキＲＣ）
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【 今後の予定 】
■9 月 2 日■

卓話『直江兼続』 吉田信夫 様 ・ 月例祝賀

お食事：うなぎ藤田

■9 月 9 日■

青少年育成諸団体援助金贈呈

お食事：花藤

■9 月 17 日(木)
■9 月 23 日■

16:00〜■

多摩南１１クラブ合同例会

場所：ホテル・ザ・エルシィ町田

休会（秋分の日）

≪例会変更のお知らせ≫
・飛火野 RC
・八王子 RC
・八王子西 RC
・八王子南 RC
・八王子東 RC

・ 新世代奉仕委員会の時間

≪ローターアクトクラブ例会予定・活動予定≫

例会場：日野ＲＣ事務局 ／ 時間：19:00〜20:30
9/15 合同例会へ・9/22 祝日休会
9/17 合同例会へ
・9/12(土)
第 906 回例会
9/4 全体事業に振替・9/18 合同例会へ
・9/26(土)
第 907 回例会
9/23 祝日休会・9/30 合同例会へ
9/1 振替休会・9/8 移動例会・9/22 祝日 ※ ローターアクトの例会はメーキャップになります！

東京日野ロータリークラブ会報
事務局：〒191‑0042 東京都日野市程久保 3‑37‑3
℡：042‑594‑3711 fax：042‑593‑0510
例 会：毎週水曜日（12:30 より） 例会場：高幡不動尊客殿
ＵＲＬ：http://www.hino‑rotary.org
ブログ：http://blogs.yahoo.co.jp/hino̲rotary2009

会
長：森岡 弘通
幹
事：疋田 久武
会報委員長：後藤 一郎
会 報 委 員：川俣貞・阪口茂・左門左兵衛
保土原啓・山下雅弘

お問い合せ：info@hino‑rotary.org

