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▲会長挨拶 ▲潮見会員退会挨拶 ▲松尾社会奉仕委員長 

                                                 

                                                

会長  藤本 光一 

 

皆さんこんにちは 

今日はロータリー財団の７つの重点分野のひとつで水と衛生月間にちなんでお話をした

いと思います。 

My Rotaryには、水と衛生について次のようにしるされています。 

ロータリークラブの会員の世界的ネットワークを通じて、世界各地の人びとと協力して教員

研修やカリキュラム作成を行うだけでなく、家庭と学校の水・衛生設備の改善を通じて、子

どもへの教育を改善しています。 

また SDGｓにも「安全な水とトイレを世界中に」ということで目標にも含まれてい

ます。ただ、日本のように水道設備が整い、蛇口をひねればあたりまえのように

水を使える環境のもとでは、また違った水不足という問題意識が必要となってく

ると思います。  

現在、コロナウイルスのパンデミック、ロシアとウクライナとの戦争等によって原油、天然ガ

ス、石炭、そして穀物などが世界的に需要と供給のバランスがくずれて大変な値上がりと

なっています。 

このようなことが水資源にも同じように起こるのではないかということです。 

我々が直面している水問題とは、ずばり「深刻な水不足」だと思います。 

国連のデータでは、現在、世界で安全な飲み物を確保出来ていない人は約２０億人、トイ

レなどの下水設備を利用出来ない人は４０億人を超えるとされています。 

よく言われるように地球の水のおよそ９８％は塩分を含んだ海水です。残りの２％の淡水

の内生活用水として利用できるのはごくわずか。地球上の水の０．０１％程に過ぎないの

です。世界人口の約７８億人でそのわずかな水を使っているのですから､水資源が足りな

くなるという問題が発生することが予想されるわけです。 

例えば、日本は多くの食料品を海外から輸入にたよっています。その輸入する食料品を

育てるのに、莫大な量の水が必要とされています。 

例えば１キログラムの小麦を生産するには２０００リットル、お米なら３６００リットル、牛肉の

場合は２万７０００リットルもの水が必要だというふうにいわれています。 

  

 

 

 会長の時間 



日本は大量の食品や製品を輸入に頼ることで、生産にかかる水をある意味節約できてい

るわけです。裏を返せば、他国に大量の工業用水、農業用水を肩代わりしてもらっている

からこそ、日本人は水に不自由せずに生活できているのです。 

しかし、世界的に人口が増えれば増える程、そして生活が豊かになればなるほど、水の

需要は爆発的に増加します。世界が水不足になれば､他国の水に依存している私たちの

生活は、大きな影響を受けることになります。 

このようにこれから起こるであろう水不足に関する問題は、日本人の一人一人が現状をし

っかり認識し、受け止めていかねばならないと考えます。 

 

                                                

１） ☆他クラブニュース 

例会変更のお知らせ 

高砂青松 RC  ◇５月４日（水）→休会[定款第７条第１節(ｄ)] 

２） 地区より合併承認のお知らせをいただいておりますのでご連絡します。 

2022年４月１日（金）に宝塚 RC と宝塚中 RC が合併され、宝塚 RC となりました。 

【例会：毎週水曜日１９時から宝塚ホテルにて】 

 

 

 

《審議事項》 

１） 潮見浩司会員退会に関する件 

  ２０２２年３月３１日をもって退会する事で承認。 

  

                       

 省 略 ☺ 松尾会員、本日の卓話楽しみです。 

 省 略 ☺ 奨学生王宵さん、ようこそ加古川 RCへ。 

 省 略 ☺ 潮見さん、今後の益々のご活躍をお祈りしております。 

 省 略 ☺ 本日の卓話、松尾会員宜しくお願いします。 

 省 略 ☺ 潮見会員、新転地でもご活躍下さいませ。また逢う日まで。 

 省 略 ☺ 短い間でしたが、大変お世話になりました。 

加古川ロータリークラブのご発展、皆様のご健勝を心よりお祈り

申し上げます。ありがとうございました！ 

 省 略 ☺ 松尾社会奉仕委員長の卓話楽しみです。 

 省 略 ☺ 出席表彰、ありがとうございます。もう２４年にもなるんですね。 

 省 略 ☺ 本日、よろしくお願いします。眠たくならない話にします。 

 省 略 ☺ 米山記念奨学生の王さん、例会へようこそ。 

 省 略 ☺ 先週の例会は欠席となり申し訳ありませんでした。 

久々の出席となります｡ありがとうございます。 

 省 略 ☺ テーブルの花いただきます。 

以上１２件 \18,000- 

  本年度累計\1,214,000- 

 幹事報告 

ニコニコ 

臨時理事会 ２０２２年４月１２日（月）１２：１５～ 

於；加古川商工会議所会館４階ロビー 



 

☆ 今 週 会員数 70名 出席 37名 出席免除 17名 欠席 16名   

☆ 欠 席 者 省略 

 

☆ 前 々 週 会員数 73名 出席 43名 出席免除 15名 欠席 15名   

☆ ゲ ス ト 米山奨学生 王 宵さん 

☆ メ ー ク ア ップ 加古川平成 RC 4/6 水埜､中原､小田 

加古川中央 RC 4/7 平崎､船原､正木 

2022学年度 米山記念奨学生・カウンセラーオリエンテーション 

4/10 髙田 

                             

 

  例会場当番 

 ４月１９日(火) 安福､大庫隆 

 ４月２６日(火) 河合､大庫典 

 

 

 

    

 

カナダ 

アルバータ州グランドプレーリーのロータリークラブは、近年、ロー

ターアクターと組んで恵まれない人びとのために衣類の必須品を

半年に一度集めるキャンペーンを実施しています。10 月下旬、

Grande Prairie ロータリークラブは、グランドプレーリーの他クラブ

（スワンシティ、サンライズ、アフターファイブ）やグランドプレーリ

ー・ローターアクトクラブとともに、アイスホッケーのジュニアリーグの地元チームの協力を得

て「タイティ・ホワイティ・トス」を実施。対ブラックファルド・ブルドッグス戦の開始後数分でグラ

ンドプレーリーストームが最初のゴールを決めると、ファンは新品の靴下や下着のパッケージ

をリンクに投げこみました。試合の数日後に、ホームレスの人びとに奉仕する地元団体がこ

のことを記事にしました。「このイベントだけで 6 立方キロを超える靴下と下着が集まりました」

と、同クラブ会員のキャリー・サンドボーさんは言います。「靴下や下着は何より必要な衣類

ですが、センターへの寄付が一番少ないんです。」 

メキシコ 

7 月に起きた洪水で引きおこされた土砂崩に山腹の集落エル・コッリが飲みこまれると、

Zapopan ロータリークラブは家を失った 100 人以上の被災者のために衣類などの救援物資

を提供するためにただちに動きました。「食料品や、約 50 袋の洋

服、石鹸、抗菌ジェルなどを世帯ごとに配布しました」と同クラブ

会長のラモン・ディアス・メンドーサさんは言います。大洪水発生

から 1 週間も経たないうちに、7 人の同クラブ会員が地元住民の

助力を得てこの救援活動を開始。クラブの拠点から車で約 20 分

本日４月１２日(火) ４月１９日(火) ４月２６日(火) ５月３日(火) 

フォーラム・卓話 

「最近のベトナム事情＆ 

技能実習生」 

松尾社会奉仕委員長担当 

次年度委員会Ⅰ 

 

次年度委員会Ⅱ 

 

休会 

（祝日） 

 出席委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

世界中で活躍する「世界を変える行動人」                         ２０２２年４月 

 



のところにある、グアダラハラ郊外のエル・コッリに救援物資を届けました。この被災者救援

活動は、17人の会員からなる同クラブが 2021年に取りくんだ 13件のイニシアチブの 1つで

す。同クラブは先住民族ウィシャリカ族への支援を中心に、村民への食料の定期的な寄贈

や、農場労働者の子どもたちが通う 2 校への 12 台のコンピューター寄贈、そしてホームレス

の人びとへの継続的な食料品配布など、野心的な活動を精力的に行っています。 

 

 

 

 

ポルトガル 

パンデミックによるロックダウンを最大限に活用し、Estoi Palace International ロータリークラ

ブの会員 6 人が布地、糸、針を集めて 120 匹のテディベアをかぎ針編みで手作りしました。

12 月には児童館と障害者センターに手作り品を配布。「コロナ禍は、切に必要な資金を調

達するさまざまな方法を見つけるきっかけとなりました」と同クラブ会長のシャーリー・ダンさん

は言います。「うちの会員たちは『Happy Bears』をかぎ針編みするというアイデアを思いつい

たわけです。」また、地元の 2 人の受益者の「お気にいり」リストに載ったアイテムをそろえる

ために約 1,900米ドルも集まりました。 

チュニジア 

Tanit Carthage ローターアクトクラブは、若いがん患者にスポッ

トライトを当てて 2019 年に大成功を収めたファッションショーを

11 月下旬にリバイバルし、四肢切断や皮膚病、火傷の傷跡な

どほかの疾患を抱える若い女性や少女も対象に、規模を拡大

して開催しました。シディ・ブ・サイドの豪華絢爛なエネジュマ・

エッザーラ宮殿に集まった約 150 人の観客を前に、12 名の参

加者が「Rac Mahlek」や「You Are So Beautiful」などの曲に合わせてキャットウォークを歩き、

特別に用意された衣装を披露しました。「このプロジェクトを行ったのは、人とは違っても自分

は美しいと女性たちが感じられて、望むことは何でも実現可能なんだと分かってもらうためで

す」と、会員数 24人の同クラブの会長であるアジズ・ジュイニさんは言います。このイベントを

担当した 9 人の同クラブ会員は、参加者選出からボールルームの装飾、ヘアスタイリストやメ

イクアップアーティスト、ミュージシャン、写真家の採用まで、ひとつとして抜かりなく企画運営

を行いました。費用はチャリティーコンサートの収益で賄いました。「がんを患っているある参

加者の親御さんが、レッドカーペットを歩きたいという娘の夢を実現させてくれてありがとう、と

わざわざ言いに来てく

れました」とジュイニさ

ん。 

 

カンボジア 

アジア全体にわたるパートナーシップのおかげで、Phnom Penh Metro ロータリークラブによ

るカンボジアの青少年の教育機会を増やすための取りくみが強化されました。日本の大阪

中央ロータリークラブと台湾の台北圓山ロータリークラブから 4,000 ドルの寄付を受けた

Phnom Penh Metro ロータリークラブは、NGOの日本国際ボランティアセンターの現地スタッ

フと協力して、シェムリアップ州の Osamaki Primary Schoolの教室を拡張しました。405人の

生徒が 16 人の教師のもとで学ぶこの学校は、入学者数が増えているにもかかわらず「教室

の数が少なくて困っていた」と同クラブ会員の西口みちえさんは

言います。広い部屋を2室の教室に作り変えて、電気配線、壁、

床を改装した大工事の前には、同校は敷地内にある小屋を教

室にしていました。「大雨が降ると大変なことになります」と西口さ

ん。                 

 この記事は、Rotary 誌の 2022年 4月号に掲載されました。 

607,951人 

カナダのアイスホッケー選
手の登録人数 

 

700万人 

2020 年末に世界中で自然災害
により国内避難した被災者の数 

 

1900年頃 

キャットウォークスタイルのファッ
ションショーが初開催された時期 
 

16世紀 

近代的なかぎ針編み技術

が開発された時期 

 


