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「君 が 代」
「奉仕の理想」
「四つのテスト」
竹永
薫 会長
第 2780 地区第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐

加藤

元章

ビジター
誕生日祝

小菅 健史
芹澤 達之
御子柴智義
入会記念日のお祝い 有本 親子
武藤 修儀
｢出席報告｣
(本日)3 月 5 日
出席対象
総数
数
24 名
23 名
（前々回)2 月 12 日
出席対象
総数
数
24 名
23 名

出席数
15 名
出席数
14 名

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐
加藤 元章 様

様
会員（３月 １日生）
会員（３月 ９日生）
会員（３月１９日生）
会員（２０１６．３．１）
会員（２０１８．３．６）

出席率
65.22％
出席率
60.87％
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メークア
ップ
2名
メークア
ップ
3名

お誕生日祝い
御子柴智義会員 芹澤達之会員
小菅健史会員

計
17 名
計
17 名

修正出席
率
73.91％
修正出席
率
73.91％

「メーキャップされた会員」
2/21 横須賀西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 福嶋義信会員
2/19 ﾏｲﾛｰﾀﾘｰ推進委員会 伊与田あさ子会員
3/2
青少年交換ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 髙田源太会員
「ニコニコＢＯＸ」
第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様
本日は IM のご案内に参りました。宜しくお願い申し
上げます
三役
本日は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様 ようこ
そおいで下さいました。少々人数が少なくはあります
が、元気よく参りたいと思います。
本日の例会も宜しくお願い致します
御子柴智義会員 誕生日をお祝い頂きありがとうございます。山田さん卓話楽しみに
しております
芹澤達之会員 ６１回目の誕生日をお祝いして下さいましてありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します
小菅健史会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐加藤様ようこそ。
お誕生日をお祝い頂きありがとうございます
福嶋義信会員 加藤ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐ようこそ。山田会員卓話楽しみにしております
千葉 茂会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐加藤様ようこそいらっしゃいました。
山田秀雄会員ｽﾋﾟｰﾁ楽しみにしています。宜しくお願い致します
伊与田あさ子会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様ようこそいらっしゃいませ。
御指導宜しくお願い致します。
誕生祝、入会祝いの皆様おめでとうございます。
芹澤会員、山田会員お話宜しくお願い致します
前川永久会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様、ようこそお出で下さいました。
小菅会員 芹澤会員 御子柴会員誕生日をおめでとうございます。
武藤会員入会記念おめでとうございます
小出純子会員 本日は第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様ようこそお出で下さいま
した。三月のお誕生日御子柴さん 小菅さん 芹澤さんおめでとうご
ざいます
武藤修儀会員 第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤元章様ようこそお越し頂きました。
山田会員 卓話宜しくお願い致します。
また入会記念日をお祝い頂きありがとうございます
ニコニコＢＯＸの合計は 26,000 円(累計 328,000 円)
ご協力有難うございました。次週も宜しくお願い致します
「会長あいさつ」
・三寒四温ということで温度差が激しい毎日が続いておりますが
皆様お体の方お気を付け下さい
・私事ですが 親戚で不幸があり あわただしい１週間でした
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「幹事報告」
◎RI 日本事務局より３月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは１㌦１１０円（現行１１０円）
◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より
２０１９年地区研修・協議会開催のご案内
日 時 ４月２１日（日）登録１１：３０～１２：３０
研修協議会１２：３０点鐘
場 所 日本大学生物化学資源部
登録料 ８，０００円
◎２０１９～２０２０年度第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ第１回三役会開催のご案内
日 時 ３月１８日(月)１８：３０～
場 所 ｾﾝﾄﾗﾙﾎﾃﾙ
◎配布①ﾛｰﾀﾘｰの友３月号②２月出席表
◎回覧 ①第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ IM 出欠 ②三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ週報 ③観桜会出欠回覧
◎本日例会終了後３月定例理事会を開催いたします。関係理事の方は宜しくお願い致
します
◎次週例会は休会となっておりますのでお間違えの無いよう宜しくお願い致します
◎次々週例会３月１９日（火）は外部卓話者【自衛艦隊司令官 海将 山下万喜様】
並びに山梨県河口湖ﾛｰﾀﾘーｸﾗﾌﾞの方が例会にいらっしゃいますのでご出席宜しく
お願い致します
「委員会報告」
【千葉 茂会長ｴﾚｸﾄ】
・３月１９日（火）は、１２日の PETS 報告ということでしたが河口湖ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの
皆さんがみえるということでしたので急遽自衛艦隊司令官 海将 山下万喜様に
卓話をお願いいたしました。どうぞ宜しくお願い致します
【IM ご案内】第１ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 加藤 元章 様
日 時
３月３０日（土）16：30～19：50
会 場
ﾒﾙｷｭｰﾙﾎﾃﾙ横須賀５F「ﾊﾟﾘ」の間
登 録 16：00～16：30
講 演 「急変する現下の国際情勢と神奈川県」
講 師 ｷｬﾉﾝｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ戦略研究所研究主幹
立命館大学客員教授 宮家 邦彦 様
｢スピーチ｣

「ﾛｰﾀﾘｰの友 3 月号紹介」

芹澤 達之 雑誌委員長

横 P7－13

水と衛生月間
世界中に安全な水を
横 P18－21 成長の将来図
ﾏｰｸ・ﾀﾞﾆｴﾙ･ﾏﾛｰﾆｰ RI 会長ｴﾚｸﾄ
縦 4－8 地球の明日を考える水野 SDGs
｢持続可能な開発目標｣すなわち SDGs を比較的水に恵まれている我が国
（日本）においても,SDGs を考慮する必要がある
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【水道民営化】

山田

秀雄

会員

ついに（水道民営化）法案が昨年１２月６日国会において可決成立
されました。
以前私は、一昨年の３月に「横須賀の水道」というﾃｰﾏで横須賀水道の
歴史と水源で卓話をさせて頂きました。また、２回目は昨年１０月（水
道民営化）法案可決直前に水道民営化による水道料金への影響という
ことで話をさせて頂きました。３回目の本日は、民営化の仕組みと今後の水道料金へ
格差予測について話をさせて頂きます
初めに予測される民営化方式はｺﾝｾｯｼｮﾝ方式になると思います。
この方式は既存の水道施設（集水施設・浄化施設・配水施設・配水管）などを各自治
体が在来通り所有し、運営（水道料金の設定・料金徴収・各施設管理及び配水管の対
応年数経過による入替え･ﾒﾝﾃﾅﾝｽ作業）を民間企業に委託又は売却する方法です
次に予想されるのは請負民間企業ですが、事業実績からでは水ﾒｼﾞｬｰﾌﾗﾝｽのｳ"ｪｵﾘｱｳ
ｫｰﾀｰ､ｽｴｽﾞ･ｴﾝﾊﾞｲﾛﾝﾒﾝﾄ・ﾄﾞｲﾂのｼｰﾒﾗﾝｽ社ｱﾒﾘｶの GE ﾊﾟﾜｰ＆ｳｫｰﾀｰ社、あのﾄｰﾏｽｴｼﾞｿﾝの
作った会社です。又、日本では三井物産、東レなどが参画すると思われます。しかし
実施するに当たっては問題も沢山あります
１．配水管の対応年数は約４０～５０年です。入替にかかる費用はｍあたり１０万
１㎞約１億円掛かります。ちなみに横須賀市の水道配水管の延長距離は１４７８㎞
随時入替にしても約１４７８億円かかります。そして各浄水・集水・配水施設の維持
管理にも費用が掛り、何よりも緊急時（日本は地震大国）の水道管断裂など復旧等の
費用、断水時の対応費用なども水道料金に反映されると思います
２．次に民間企業の水道事業参入により各自治体の水道料金の格差での拡大です。
現在高い料金ﾍﾞｽﾄ３位は２０㎥当たり北海道夕張市６８４１円 羅臼町６３６０円、
熊本上天草市６２６４円 安い料金 兵庫赤穂市８５３円 河口湖町９８５円
長泉町１１２０円ですが全国平均は３２２７円です。
現在一番高い夕張市と一番安い赤穂市とでは ８倍の格差ですがこれが２０倍にな
ると予想されています。しかしこれが水道料金だけではないのです。また別に下水道
料金も併用して発生してきます。
そしてもう一つ大きな問題は、各自治体・各都道府県・各地域ごとに民間企業に委
託売却や売却することになるのですが、住宅が点在している地方自治体や異常に高い
料金設定された自治体には民間水道事業者の引き受け手がないということが充分予
想されます

4

行事予定
〈クラブ〉
２０１９年
３月 ５日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
卓話 会員卓話 山田秀雄会員
第９回定例理事会 13：40～14：30
１２日（火）休
会
１９日（火）通常例会 卓話 海上自衛隊自衛艦隊司令官
海将 山下 万喜 様
２６日（火）移動例会 観桜会
４月 ２日（火）休
会 定款第６条第１節による
９日（火）通常例会 「Ｒの友」紹介 芹澤達之 雑誌委員長
PETS 報告 千葉 茂会長ｴﾚｸﾄ
第１０回定例理事会 13：40～14：30
１６日（火）通常例会 卓話 外部卓話者
２３日（火）通常例会 地区研修・協議会報告 次年度三役
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