
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

３月度 RI テーマ「水と衛生月間」 
第 3036 回例会/No.33 2017 年 3 月 14 日 
 
  

１． 開会点鐘 
２． ロータリーソング斉唱  
３． 四つのテスト  
４． 会長の時間 
５． 花巻 RC 奨学生卒業報告／青少年奉仕委員会  
６． 幹事および委員会報告 
７． 出席報告  
８． ニコニコボックス  
９． 閉会点鐘 

 
 
 
・平成 28 年度卒業式について（お礼） 

[岩手県立花巻南高等学校] 
・4/9(日)米山記念奨学生 オリエンテーション・奨学金授与式 

のご案内        [国際 2520 地区 ガバナー 濱守 豊秋] 
・4/7(金)平成 29 年度入学式について（ご案内） 

［花巻南高等学校 校長 遠藤 可奈子］ 
・岩沼ＲＣ創立 50 周年式典記念誌       [岩沼 RC] 
 

 
                   

■四つのテスト 飯塚 正晴 君  
言行はこれに照らしてから 
 
一．真実かどうか 

一．みんなに公平か 

一．好意と友情を深めるか 

一．みんなのためになるかどうか 
 

■会長の時間「31 回/46 回」 吉田 和洋 君  
みなさま、こんにちは！ 

3 月に入りました。学校関係は卒業式、
異動の時期です。 

先週も報告させていただきましたが、
一緒に活動してきました会員の飯塚く
んに遂に異動の事例が出てしまい、今月
27 日より宮古へ転勤ということです。
今までの活動へのご尽力に感謝し、宮古
でのご活躍をお祈り申し上げます。 

 
今週末は、東日本大震災津波から 6 年を迎えます。未だ

行方の判らない方々へお悔やみを申し上げます。復興も最
終段階にきていますが、未だに余震が発生したりもしてい
ます。震災を忘れず日頃の備えに気を配りたいと思います。 

 
さて、今月の国際ロータリーのテーマは『水と衛生』で

す。私の仕事は、この関係ですので、少々衛生機器でトッ
プメーカーの TOTO の歴史資料館の小冊子をご紹介します。
便器にもランクがありまして、便器ボウル内の水封面積が
多いのがサイホンゼット型、中位のがサイホン型、一番狭
いのが洗い落とし型です。近年の最上位機種は、水封面と
洗浄方法を改良し、旧式の洗い落としの 13ℓに対して、4.8
ℓの水量で流すことが可能になっています。 

 
最近はあまり前割れ型の便座は見かけなくなりましたが、

形状には前割れ型と前丸型があります。前割れ便座が生ま
れたいきさつは、古代の便器は体の一部が触れないように

前側を切り欠いた鍵穴の形状をしており、前丸型はヨーロ
ッパ貴族が使ったスツール型の便器で、座面に丸い穴があ
り、下におまるが入っているものでした。アメリカでは、
公衆用は前割れ型、住宅用は前丸形が良いとされ、日本で
は、全体を覆う前丸型が見た目もよいことから、住宅・公
共用とも採用されています。 

 
小便器は、文献によると平安時代には既に、『御小用箱』

なるものがあったとあります。また江戸時代水戸光圀が隠
居していた西山荘には、「のし」の形をした「黄門さまの小
便器」があったそうです。箱の底に杉の葉を敷いて、その
香りで臭いを消し、音は吸い込まれ、まわりに飛散しない
ように工夫されていました。 

江戸時代後期から明治初期にかけて、腐れやすい木の小
便器にかわり、耐久性の高い陶器製が登場しました。 

 
また、東京オリンピックが開催された国立競技場に設置

され評判をとったのが、今は存在しませんが、女性もたっ
て用を足せる「サニスタンド」という小便器です。男女兼
用のものでしたが、女性にたって用を足させるということ
に抵抗感がある日本では普及せず、販売されておりません。 

 
ウォシュレットの祖先というべき「ビデ」が登場したの

は、18 世紀初頭のフランスです。当初は木製の細長い形の
タライに脚をつけたもので、これにまたがって洗っていた
ので、子馬を意味するフランス語の「ビデ（bidet）」と名付
けられました。 

大正時代に日本でも東洋陶器が陶器で製品化しましたが、
日本の狭い住宅事情等により設置されず、また日本人は手
を使って洗う種生活習慣がないことも要因の一つ。しかし、
便座に洗浄機能を持たせた「ウォシュレット」は、阻害要
因を合理的に排除できたため、日本で幅広く普及・発展し、
あたらしい生活スタイルを定着させました。 
  
余談ですが・・両国国技館には力士が使い易いように、一
周り大きい便器が設置されています。力士専用で、普通の
便器より幅 5 ㎝、長さ 7 ㎝大きく、本体も厚く作られ、便
座のクッションも 2 か所多い 6 か所と丈夫にできています。 
 
 これら便器などの TOTO 資料は、TOTO 本社がある北九
州に昨年改築された、近代的な TOTO ミュージアムに、CM
に使われた便器バイクと歴史説明とともに実物が展示され
ています。小倉へ行った際には、是非お立ち寄りください。 

 
今週末は、バレーボール大会となります。横断幕を掲げ、

応援したいと思います。少しの時間でも皆様のご臨席・子
供たちへの応援をよろしくお願いします。会長の時間を終
わります。 

■慶祝  
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『三方よし、プラス One(世界)よし！』 

◇本人誕生:阿部一郎 君、鹿討康弘 君 

 

◇夫人誕生:佐々木啓子さん、浅沼葉子さん 

 

◇結婚記念日 
・笹木 賢治君 
    修子さん 
・鹿討 康弘君 
 つぐみさん 

    ⇓  

 Web 
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◆出席報告 ///// ◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

◎会長 立花徳久　◎幹事 阿部一郎　◎副幹事 佐藤誠吾　◎会計 戸来昭浩

委員 小委員長 委員長 副委員長 委員

出　席 伊藤 隆規 橋川 秀治

親　睦 菊池 倫実 勝田 勝敏 戸来昭浩　前田毅　高橋宏彰

ニコニコBOX 飯塚 正晴 佐藤 誠吾

プログラム 佐々木 史昭 伊藤 誠一郎

会場監督 佐々木 史昭 伊藤 誠一郎

雑誌・広報 小山田 泰彦 安藤 武彦

クラブ会報 勝田 勝敏 多田 浩二 AD（橋川秀治　鹿討康弘）

友好クラブ 浅沼 幸二 堀合 康亮

会員増強 三田　望 伊藤 隆規 佐藤 誠吾

会員選考 稲田 典之 下坂 和臣
ロータリー情報 吉田 和洋 小原 紀彰

職業奉仕 伊藤 誠一郎 前田　毅

社会奉仕 笹木 賢治 谷村　繁

人間尊重 佐藤 誠吾 佐藤 良介

国際奉仕 谷村　繁 高橋　豊
国際青少年計画 高橋 典克 佐々木 史昭

ロータリー財団 佐藤 良介 高橋　健

米山奨学会 稲田 典之 佐藤 良介

青少年奉仕 橋川 秀治 高橋 典克
花巻RC奨学生委 浅沼 幸二 小山田 泰彦

2017年7月～2018年6月　委員会名簿(案)

◎大委員長・・・滝田 吉郎

◎大委員長・・・笹木 賢治

◎大委員長・・・上田　穣

◎大委員長・・・橋川 秀治
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◎大委員長・・・（副会長）　鹿討 康弘

◎会長エレクト　兼任・・・三田　望

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

   
 
33 人中 15 人の出席  出 席 率   53.5％ 

     前回修正   75.0％ 
メーキャップ  
2/26(日)  花巻 IM  花巻 RC 33 名（全員登録） 
2/26(日) 2016-17 青少年交換 第 3 回オリエンテーション 
     佐々木 史昭 君 
3/2 (木) 花巻南ＲＣ例会   三田 望 君 

 

   
 
◇三田 望 君『3 月 4 日～5 日、研修で富士山のふもとに

行って来ました。天気にも恵まれ、雄大な藤をバックに
御来光を拝んで来ました。年間のうちでも数回しかない
寝酒なしの夜もぐっすり寝れました。帰って来てから、
その分取り返すつもりで飲みました。』 
 
◇浅沼 幸二 君『妻の誕生祝い、ありがとうございます。

年は私の三つ下ということで報告終わります。』 
 
◇滝田 吉郎 君『3 月 4 日、花巻東高校卒業式に出席しま

した。208 名の卒業生の今後の活躍を祈ります。』 
 
◇笹木 賢治 君『結婚記念日、ありがとうございます。』 
 
◇谷村 繁 君（Web 非公開） 
 
 
 
◇佐々木 史昭 君 『先週、土曜日、岩手県溶接協会主催

の溶接技術選手権が花巻ポリテクセンターで行われ、県
下から 32 名の精鋭が集い、日頃鍛えた技を競い合いま
した。地元企業代表の私はロータリーの職業奉仕の精神
で 3 年目の実行委員長を務めさせて頂きました。』 

 
◇吉田 和洋 君『先週、仕入れ先の招待で沖縄ダイキンオ

ーキッドを観戦してきました。涼しめだったので、日焼
け止めを忘れてしまい、季節外れの日焼けしてしまいま
した。スイングゆっくりなのに飛んでいくのには驚きで
した。来週は次女の中学卒業式でお休みします。』 

 
◇鹿討 康弘 君 『現在、初孫(3 才)が一番の友達です。順

調にいけば今年の 6 月に彼はお兄ちゃんになります。先
日までついていた「おちんちん」がなくなってしまった
ので妹になりそうです。』 

 
◇阿部 一郎 君 『誕生祝いありがとうございます。57

歳になり、年々体力の衰えを感じている今日この頃です。
立花エレクト、次年度頑張ってください。陰ながら応援
させて頂きます。』 

 
◇立花 徳久 君 『いよいよ末の娘が中学を卒業します。

ついこの間迄、小学生と思ったら、もう卒業かと時の流
れの速さに戸惑う親父です。』 

 
◇橋川 秀治 君 『このところのパーティ続きのためか、

ついに 100 ㎏を超えてしまいました！とは言え、力士用
ではなく、一般用の便座で間に合っております(笑)』 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
 

3/21(火) NPO 法人 インクルいわて/山屋理事長 
 

3/28(火) PETS(会長ｴﾚｸﾄｾﾐﾅｰ)報告 立花エレクト 

クラブ会報委員会    
委員長：橋川秀治（担当）副委員長：佐藤誠吾 

  委員：多田浩二、前田 毅    AD：鹿討康弘、 

◆ニコニコボックス 

◆第 3035 回 例会メニュー 

 

 

 
 

『白身魚豆腐』 

 
◆クラブ協議会 次年度役員選出 

会長エレクト  立花 徳久 君 
遂にクラブ委員会名簿を出す時がやってきて

しまいました(笑) 委員会名簿案のような体制で
お諮りします。（下記案で全員拍手で了承） 

ご意見を戴いて、飯塚君の後任で釜石 RC の横
田裕之さんは正式に移籍手続き完了後、釜石で副
会長をされていたと聞いてますので、ニコニコ
BOX 委員長と親睦委員をお願いし、理事会にか
ける予定です。皆様、宜しくお願いします。 

3/5 で 57 歳になりました。もうケーキと言う歳
でもないので、ワインだけ一本、はたいて貰い、
飲んで寝ました(笑) 年々、歳だなと思うよう
になり、少し身体を動かして 10 年は元気で行き
たいなと思います。よろしくお願いします。 

慶祝を失念して、ネクタイもせず反省(笑)。3/29
で 58 歳になります。誕生日は催促してでも祝っ
て貰います‼(笑) 3/14 の結婚記念日で 30 数年、 
今が一番安定してます。面と向かっては言ってま
せんが、よく愛想尽かさず一緒に居てくれたと心
から感謝してます。新しい生命、孫のお蔭かな。 

先月、異動はなさそうだとこの場で自分で言った
のですが…(笑) 3/24まで花巻勤務で27から宮古
勤務です。あと 1 年は花巻に居たかったです。 
この RC とも佐々木社長に御縁を頂いて、優し

く迎えて頂き、勉強になりました。残念ながら、
平塚等に行けていないのが心残りです。花巻 RC
でお世話になった事を汚さぬ様、頑張ります！ 


