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例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
12:30 – 13:30

割烹石山 那須塩原市本町 5-5

第2975回 植竹年度第11回例会会報 2022-10-19 司会 永山三芳君

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

出席報告 黒澤洋一委員長 （出席規定の免除会員数8名）

国際ロータリー会長：ジェニファー E. ジョーンズ
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事務所：〒321-0945 宇都宮市宿郷5-21-15
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例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 10月19日 35（8） 26(5) 9(3) 81.3% ― ―

前回 10月5日 35（8） 27(4) 8(4) 78.8% 2 93.9%

朝晩の寒さが身に沁みる季節になりました。
「春眠暁を覚えず」という言葉があります。
今は春ではありませんが、この時期はわたし
にとって睡眠が深い気がします。といいまし
てもグッスリ寝たつもりでも若い時に比べる

稲垣政一副会長

へイデン君を囲んで

へイデン君に支援金贈呈

本日のお客様

〇 株式会社 那須環境技術センター

高根澤和之部長様、船山一也主任様

高根澤和之様 船山一也様

会長挨拶 植竹一裕会長

と寝ている時間は短くなっております。9月12
日から10月15日までの約1ヶ月、休日返上の毎
日でしたので16日の日曜日は目覚ましをかけ
ないで休みましたが、5：30前には起き出して
しまいました。起きている時間が長いのはい
い事ですが、もう少し惰眠を貪りたかった日
曜日でした。
ところで、各地でスポーツの秋となりまし
た。世界卓球・バレーボール・大学ラク
ビー・大学野球秋季リーグ、そしてプロ野球
も日本シリーズが昨年と同様にヤクルトVSオ
リックスの対戦です。私はヤクルトスワロー
ズのファンですので、この週末はテレビの前
から離れないで応援したいと思っております。
ヤクルトスワローズの変遷は国鉄スワロー
ズに始まります。スワローズの名前の由来は
当時の国鉄で特急「つばめ」に由来しており
ます。次に産経新聞社に移行しアトムズと改
名されました。アトムズの由来は原子が由来
と誤解されている方が多いそうですが、産経
アトムズの後援会副会長が手塚治虫さんだっ
た事が大きな理由です。そして現在に至りま
す。
球団創設が1950年で、その当時セリーグは8
球団でした。松竹ロビンス・西日本パイレー
ツなど今はもう存在しない球団ですが、残り
の6球団が今のセリーグになります。歴史を感
じます。
当時の投手起用は先発完投が当たり前です。
現代野球は様変わりしております。先発・中
継ぎ・抑えと分業制です。野球のルールは殆
ど変わっていませんが、運営方法は常に変化
して行っています。指名打者制や、ビデオ検
証などです。根本を大切にしながらも現状に
あった方法へと進行しています。野球の本筋
は変わっていません。
弊社の話で恐縮ですが、昔は鍋掛と那須町
の田代に荷馬車の中継拠点があったそうです。
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いつの頃からかトラック運送に代わり、農家
さんを廻る担当者は湯津上まで自転車で廻っ
ていました。それがバイクになり、今は軽バ
ンへと変遷しています。我々の身近なところ
でも、携帯電話や、ファックスからメールへ
と発展しています。時代の流れの速さに感じ
るものがあります。私が社会人になった時の
備品として渡された道具の中にそろばんがあ
りました。それが電卓に取って代わられ、手
書きの書類は今ではパソコンに、会議もウェ
ブ会議へと流れてきています。黒磯クラブで
も同様に、当時を知りませんが、会報がガリ
版からページメーカーを経てパワーポイント
となり、印刷物の配布からメールでの送付に
なっています。ガバナー月信もついにウェブ
の配信となりました。会報という役目に変わ
りはありませんが、手段が違うのです。
今年度、コロナ感染対策を踏まえて「ハイ
ブリッド例会」と称して、感染に不安を感じ
る方も宅でも例会に参加出来るようにズーム
での参加を認めている形ですが、今後を考え
ますと、しばらくの間試験運用を行なった上
で本採用すべきと考えます。会員数も2000-
2001年度の69名をピークに現在35名まで減少
しております。現役世代にとって水曜日のお
昼に毎週参加する事が厳しくなっている昨今、
様々な通信手段を有効に活用して例会に参加
できる手段を拡大して会員数の増加につなげ
る事が出来るかもしれません。
基本は石山さんで顔を合わせてお話しする
事が第一であると思います。尺度を広げどう
しても例会場に行けないメンバーのために単
なる欠席扱いではなく、ウェブ参加という選
択肢が増える事が大切な事と思います。
今までの培ってきた大切な部分を守りなが
ら、新しい手段を組み入れていくべきかと思
います。
前回の観月会はいかがだったでしょうか？
残念ながら気温が下がって若干寒く感じた方
もいらしたかと思いますが、新しい観月会は
素敵だったと思います。新しい夜間例会の第
一歩を踏み出したと思います。
原理・原則を大切にしながらも、方法や手
段を現在に合わせて黒磯クラブが今を生き抜
いていく事が大切だと思います。

1. 本日例会終了後、理事役員会を開催いたし
ます。

2. 12月11日地区大会にインターアクトクラブ
参加案内を青少年奉仕委員長に転送。

3. 「ウクライナに平和を」チャリティーコン
サートのチラシ配布。

幹事報告 大島三千三幹事

青少年奉仕委員会の井出です。
先週10月15日から1泊2日で、Ｒotex主催(今市
ロータリークラブ協賛)にてヘイデン君を含め
た留学生達のイベントが行われました。
15日夜はＢＢＱ、16日は日光江戸村や東武
ワールドスクウェアを見学し、ヘイデン君も
大変喜んでいました。
今後とも皆様のご協力をお願いします。

委員会報告 藤﨑善隆副会長

〇 青少年委員会 井出法委員長

〇 ゴルフ愛好会 井出法会長

ゴルフ愛好会からのお知らせです。
11月23日(水・祝日)に、第1回植竹年度ゴル
フコンペを、那須黒羽ゴルフ倶楽部にて開催
します。回覧をご確認いただき、ご都合のつ
く方は是非ご参加をお願いします。
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今年もフォトコンテストを開催します。
詳細はメールで後日送信いたします。

• お題「感動感激の写真」
1. 国体、催し物、行事、祭り、祭
事、神事などで、ご自分が感動し
た写真

2. 春夏秋冬の季節の感動の写真（季
節が分かればどの様な写真でも良
いです）

• 応募期間 令和4年11月9日～12月7日
• 応募方法 メールに添付して高木慶一宛に

送信＜step2001@galaxy.ocn.ne.jp＞
• 応募枚数 会員又は配偶者一人3枚まで

（ご夫妻で6点まで）作品名と撮影場
所所を付けて下さい。

〇 広報委員会 髙木慶一委員長

藤﨑善隆 副会長

ニコニコボックス 佐藤博委員長

p 髙木慶一 誕生祝いありがとうございました。

本日の卓話

鳥居輝一社会奉仕委員長

本日は、社会奉仕委員会の担当で、外来卓
話となっております。
この外来卓話設営にご協力を頂いた前年度
（荒牧明二年度）社会奉仕委員会井出法委員
長に感謝いたします。

さて、黒磯ロータリークラブでは、「那珂
川の水質調査」を毎年実施していることは皆
様もよく御承知のことと思います。
思い起こしますと、スタートは鈴木久雄年
度（2006年から2007年）で実施年は2007年か
ら始まりクラブとしては恒例行事となりまし
た。今年で通算15年目に当たります。
そこで只今から、当初から水質の解析をお
願いしている「株式会社那須環境技術セン
ター」の環境調査部部長高根澤和之様と環境
衛生部分析一課主任船山一也様、お二人に
「会社の業務内容と合わせて「那珂川水質調
査」のこれまで15年に亘、調査結果の推移を
お話しいただきます。
それでは、高根澤様、船山様宜しくお願い
致します。

〇 卓話 「那珂川の水質調査について」

株式会社 那須環境技術センター
高根澤和之部長様

まずは弊社の主な業務内容ですが水質・大
気・土壌などに関する環境調査・測定・分析
のほか、省エネに関する診断・ご提案、水処
理薬品・水処理装置等の販売、ビル総合管
理・技術者の派遣などの業務などがありま
す。さらに令和2年からは「再生可能エネル
ギー活用による地域循環共生圏構築支援業
務」、令和3年からは「栃木省エネお助け隊」
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「大腸菌群数」は基準を超過しているものが
多数見受けられます。ただし大腸菌群数につ
いては、指標性の低さや技術革新により2022
年4月1日環境省より環境基準が「大腸菌群
数」から「大腸菌数」に改められたこと、日
本有数の「きれいな川」呼ばれる徳島県美馬
市の吉野川と比較してもさほど違いのない数
値であることから重く受け止める必要はない
でしょう。2021年までのデータとなって

さて、弊社が2007年から15年に渡ってご依
頼をいただいてきました那珂川の分析結果に
ついて簡単に解説させていただきます。
分析を行いました項目は五つあり、水の酸
性～中性～アルカリ性を示す指標であるペー
ハーとも呼ばれる「ｐH」、水中の有機性の水
質汚濁の指標である「BOD」及び「COD」、そ
して主に濁りの成分の指標になる「SS」、病
原菌汚染の指標とされる「大腸菌（群）数」
です。

そして河川には利用できる適応性ごとに類
型と呼ばれるランク付けがあり、きれいな方
からAA・A・B・C・D・Eと指定されます。先程
の各測定項目ついてランクごとに基準が設定
されています。那珂川はランク上位のAA～Aと
して指定されています。
まず「ｐH」については、これまでの測定値
がすべて環境基準内に収まっている大変良好
な結果であるといえるでしょう。
次に「BOD」ですが、こちらは基一部基準を
超過しているものがありますが、例年と比べ
慢性的な超過の傾向ではないため問題はない
でしょう。年ごとのデータを比べてみると数
値が高めの年は上流から値が高めになってい
る場合が多く、可能性としてはサンプリング
時の流水量が多かった／少なかった・前日／
当日の天候など何かしらの影響が出たなどの
理由が考えられます。
「COD」ですが、この項目については湖沼や
海域については基準の設定がありますが河川
においては基準が設定されていません。参考
程度に見ていただくとよいでしょう。
「SS」については、すべてが基準値以下と
なっておりこちらも大変良好で問題ない結果
となっております。

としての業務、令和4年からは他の企業と合同
で「那須野ヶ原みらい電力株式会社の設立」
など様々な活動をしております。
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おります。
そして「大腸菌」は4月から項目が改定に

なったため2022年のデータのみになります。
測定値はほぼ基準値以下となっており、良好
な結果といえるでしょう。今後の状況を見て
判断していくのが良いと思われます。
これらのデータをから、那珂川は間違いな
く「きれいな川」と言って良いでしょう。
そして那珂川は日本の清流100選に選ばれるほ
どの清流であり、この清流の“きれいさ”を
維持しているということは大変すばらしいこ
とです。このような清流が身近にある、とい
うことはとても誇らしいことですし、意外と
地域の皆様は当たり前に感じているかもしれ
ません。
ロータリークラブ様から長きにわたってご
依頼をいただき、データがあるからこそあら
ためて認識することができたと思います。こ
れらの結果を何かの機会に地域の方にお伝え
いただき、あらためて清流が身近にあること
を地域の皆さんに認識していただければと思
います。
このような調査に携われるのはとてもあり
がたく、この清流を将来にわたって維持し、
その手助けができるよう努めていきたいと考
えております。
今後もどうぞよろしくお願い申し上げま

す。

時庭 稔 出席委員

永山三芳 副SAA

次回例会 令和4年10月26日 担当 米山記念奨学会

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

10月19日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 村山茂 吉光寺政雄
和気勝利 戸野俊介 鈴木隆子 稲垣政一
渡辺裕雄

前回10月5日分メークアップ(敬称略)
村山茂 瀧田雅仁

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁寿し春石山に出店 北畠ご夫妻


