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3月は水と衛生月間です。
今、世界の人口は78億7500万人になるそうで
す。そのうち安全な飲み水を確保出来ない人は20
億人いると言われています。水不足の大半はアフリ
カに集中しており、安全でない飲み水と不衛生な生
活は様々な感染症を起こし、毎年150万人以上の子
供達が死亡しています。
そこで日本では、世界一と言われている水処理技
術を多くの国に導入しています。開発途上国の水不
足解決に繋がる3つの技術を紹介します。
1つ目、海水淡水化技術。
地球上の水の97%を占める海水をろ過し、飲用水
や生活水として利用出来る淡水に変える技術です。
アメリカや中東、アフリカなど慢性的な水不足に苦
しむ地域を中心に導入されています。
2つ目、下水の浄化処理技術。
海水と比較して3分の1のコストで水を作れる資
源として、下水が注目されています。海から遠く離
れた地域でも使用出来る事から北アフリカ中東を中
心に途上国で導入が進んでいます。
3つ目、生物浄化法。
自然界に生息する微生物の浄化能力を活かして水
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をろ過し、安全な水を作る事です。貯水槽に貯めた
水を砂利や微生物が住み着いた所で何段階かに分け
て浄化するシンプルな仕組みでコストも安く貧困に
苦しむ開発途上国でも導入しやすいというメリット
があります。
日本ではこのように世界の水問題に貢献していま
す。そしてロータリーでは水と衛生は6つの重点分
野の一つとして位置付けています。特に力を入れて
いるのは、グローバル補助金を活用して水事情の悪
い国に浄水器等を寄贈しています。我がクラブでも
2017～18年度に大住会員が国際奉仕委員長の時に
スリランカ国ポロンナルワ地区の学校等に簡易浄水
器を寄贈しており、今も断続的に行っている奉仕事
業です。私達もこれを機会に蛇口を捻ったら水が出
るという事を当たり前と考えず、世界の水事情に目
を向けて水と衛生について考えていきましょう。
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１．3月5日(土)にRLI(partⅡ)がオンラインにて開催
されました。出席された谷会員お疲れ様でした。
また、同日に「ロータリー学友と繋がるセミナー」
がオンラインで開催されました。出席された茂田
会員お疲れ様でした。
２．本日例会前に、第9回理事会が開催されました
ので報告をいたします。
①会計報告 異議なし
②例会場について
協議の結果、4月よりハミルトンホテル上総と
し準備を進める
③50周年記念式典の招待者について
＊過去5年の米山奨学生の招待
費用はクラブ負担
④今後の予定について
＊50周年記念式典リハーサルの日程
4月11日(月) 移動例会として開催
場所：アカデミアホール＆ホテルオークラ
詳細は本日事務局よりご案内します。
＊4月25日(月)は50周年記念式典の振替休
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＊外部卓話について
3月14日(月) 河合元会員の卓話
3月28日(月) 鵜沢ガバナーノミニーの卓話
＊周西小学校の出前教室
コロナ禍の為今年度も中止
⑤ロータリーの友購読料が2022年7月より200円
から250円に値上げ
⑥その他
次回理事会開催
4月4日(月)例会前 11時30分～
次回新理事会開催
4月11日(月)例会前 11時30分～
３．先月2月17日(木)に参加したRI会長杯ワールド
ゴルフ大会の結果が届きました。
当クラブ佐々木会員が千葉県で優勝しました。
詳細は回覧いたします。

〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．50周年記念式典の出欠について
４．地区ローターアクト第50回年次大会の出欠につい
て
５．RI会長杯ワールドゴルフ大会の報告
（佐々木幹事：千葉県で優勝!!）

委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生祝

3月 の 誕 生 祝
川村

優子

折田

勝彦

外山さくら

幹

事

報

告

佐々木昭博

S.
S.
S.
S.

50.
39.
50.
48.

3. 8
3. 27
3. 29
3. 30

佐々木昭博幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．卓話の資料
〈報 告〉
１．3月12日(土)会長エレクトセミナーが開催されます。
場所：ホテル ザ・マンハッタン2階 プリマベーラ
時間：登録開始 12時30分
点鐘：13時
懇親会：17～18時
出席：武田会長エレクト
２．3月13日(日)青少年交換オリエンテーションが開催さ
れます。
場所：千葉市文化センター9階 会議室5
時間：開会 13時30分
出席：茂田会員、陶さん
３．同じく3月13日(日)米山記念奨学生終了式・歓送会
が開催されます。
場所：三井ガーデンホテル千葉
時間：受付14時30分 開会15時
出席：廣田カウンセラー、ウニバト君
４．例会終了後、13時30分より新理事会が開催されま
す。新理事の方はご出席下さいますようお願いいた
します。

3月の私の記念日
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会員卓話
「会社概要㈱徳山ビルサービス」

皆様こんにちは。2月7日に君
津RCに入会させて頂きました。
福島でございます。
この度は入会間もない私にこ
のようなお時間を頂きありがと
うございます。
本日は会社の概要や各部署の

福島

大介会員

紹介をさせて頂こうと思います。
尚、弊社の概要に関しましては過去に前任者からも
説明があったと思います。重複する部分等あると思い
ますが、その際はお許しください。
まず会社の概要としまして、配布させて頂きました
弊社の案内より抜粋して説明させて頂きます。
弊社は山口県に本社を置く企業でございます。社名
は㈱徳山ビルサービスです。ビルサービスと言う社名
ですが、ビルメンテに関わる事業は一切しておりませ
ん。社名の由来については諸説ありますが又の機会に
ご説明させて頂きます。社名が長いので徳山さん・徳
ビルさんなどで呼んでいただく事が多いです。
設立は1966年(昭和41年)2月2日です。現在57期目の
会社となります。従業員数は77名となっています。
事業内容は、一般廃棄物・産業廃棄物の収集・運
搬、中間処理、リサイクル業並びに下水道管路調査・
再生工事、各種プラント清掃・洗浄及び農産物生産活
動を行っています。以上概要となります。
沿革ですが、1966年2月に㈱周南清掃として設立し
3年後の1969年4月には、弊社の基盤となる一般廃棄
物収集運搬の許可を取得しています。1971年5月には
社名を現在の㈱徳山ビルサービスに変更しています。
1979年3月には建設業を取得し下水道事業やプラント
清掃事業を本格的に開始しました。2006年4月には本
社屋を建設し移転しています。2011年5月に君津地区
に関東支店を開設しています。以上沿革となります。
続きまして各部署の紹介をさせて頂きます。まず初
めに環境事業部の紹介をさせて頂きます。環境事業部
では廃棄物に関わる事業をしています。主に地元周南
市での一般廃棄物・産業廃棄物の収集運搬を行ってい
ます。市内で発生する家庭ごみと周辺企業様から発生
する事業系ごみを15台のパッカー車を用いて収集運搬
を行っています。
次に食品リサイクルから農産物生産に関わるアゼリ
ア事業部とアグリ事業部の紹介をさせて頂きます。ア
ゼリア事業部では、環境事業部で収集した生ごみをリ
サイクルする事業を行っています。自社工場(液体肥料
化施設)にて、生ごみを液化し発酵させた後に有機土壌
活性液としてリサイクルしています。有機土壌活性液
とは液体肥料です。アグリ事業部では製造された有機
土壌活性液を自社農地に散布し土作りを行います。土
作り後には、有機JASやASIAGAPの厳しい規格を基
に有機農業を実施しています。農作物はニンジンや玉
ねぎを中心に色々な作物にチャレンジしています。前
任者からは皆様には昨年、一昨年と玉ねぎをご購入頂
いていると聞いています。ありがとうございます。今年
もたまねぎが順調に育っていますので是非ご賞味頂け
れば幸いです。
続きまして開発事業部の紹介をさせて頂きます。こ
ちらの部署では、大きく分けて二つの取り組みをして

います。
一つ目が本社を中心に行っています下水道管路施
設の維持と再生工事です。こちらは国の進める国土強
靭化事業や長寿命化事業におけるインフラ整備工事を
行っています。老朽化した下水道管の調査や、老朽化
した下水道管の中に新しい管を構築する管路更生工
事に取り組んでいます。主に山口県内を中心に中国地
区・九州地区全域で活動しています。
二つ目がここ関東支店で行っています事業となりま
す。関東支店ではプラント設備における洗浄、清掃業
務を行っています。簡単に説明させて頂きますと、車
載された大きな掃除機と大きな洗浄機を用いて工場内
の清掃や、設備の洗浄を行っています。弊社の特徴と
いたしましては、国内最大クラスの吸引力を持つスー
パーバキューム車と国内最大クラスの吐出量を持つ超
高圧洗浄車を保有しています。洗う力も強力、吸い込
む力も強力な機材でお客様の多種多様なご相談に対応
でるように機材を整えています。
以上簡単ではございますが、弊社の概要と各部署の
紹介とさせて頂きます。
最後になりますが、関東支店はおかげさまで開設10
年が経ち、この5月で11年目を迎えます。当初バキュー
ム車1台3名で始めた支店ですが、現在では28名の従
業員が活躍しています。その内26名が地元採用者で運
営しており、平均年齢は31.8歳と非常に若い事業所と
なっています。
関係企業の皆様や君津RCの皆様に支えられ事業を
継続する事が出来ています。君津の地に元気で明るい
企業として根付いて行きたいと思っています。
今後ともご指導の程、宜しくお願いいたします。ご
清聴ありがとうございました。
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遠田さん、5年間お世話になりまし
た。遠くに行かれても変わらぬお付
合いを宜しくお願いします。
佐々木 昭博 私の記念日と誕生日のお祝いありが
とうございました。福島会員、卓話
ありがとうございました。
中野 賢二
周西中学校の出前教室は中止する事
となりました。3月にはコロナも収
束すると思っていましたが残念で
す。出前教室の代わりに働く事に興
味が湧くような資料を配布しようと
思っています。子供達に色々な職業
について知って貰えばと期待しま
す。
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潤一郎 もう少しマンボウですね。
嘉嗣
今朝、出勤時に富士山が綺麗に見え
ました。
大輔
初めて席替えクジに当選しました。
ますますロータリーを頑張る活力が
湧いてきました。ありがとうござい
ました。
慎太郎 最近はリモート参加ですが、久々に
来て参加させて頂いております。早
くコロナ収束して欲しいものです。
政寛
昨日ちょうど「カレイの煮つけをし
ばらく食べていないな」と思ってい
たら今日のお弁当に入っていてビッ
クリしました。子供の頃はしょっ
ちゅう食卓にのぼり、骨が多くて面
倒くさいと思っていましたが、今と
なっては懐かしの祖母の味です。
倖
春の陽気になり気持ちも少しずつ
UPしています。ワクチン3回目も終
わり一安心。娘孫も陽性体験で家庭
内隔離。本日より現場、学校復帰と
の事です。でも注意はしなくてはな
りませんね。
知美
記念日、誕生日の皆様おめでとうご
ざいます。福島会員、貴重な卓話を
ありがとうございます。
雄一
春が近づいて来ていますね!今年も
猛暑になりそうです。冷たいお弁当
を作ろう思います。福島様、会員卓
話ありがとうございます。
茂一
ロシアとウクライナの戦争、早く終
結して欲しいと思います。遠田さ
ん、5年間お世話になりました。と
ても淋しいです。
直樹
ロシアのウクライナ侵攻に伴い原油
価格が急騰し、経営を圧迫していま
す。早く平和な世界に戻って貰いた
いものです。
常雄
福島様、卓話ありがとうございまし
た。
公成
ロシアのウクライナ侵攻を見ている
と、いかに日本が平和で自分が幸せ
かを感じます。小さい悩みにくよく
よせず、前を向いて頑張っていこう
と思います。
輝彦
花粉症と戦っています。目がかゆく
しょぼしょぼ、鼻がむずむず、く
しゃみをこらえるのが難儀です。
君津に来て2年半、初めての経験で
す。
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昨日、3月6日に地区RYLA委員会
が開催され、延期しました第45回
RYLAセミナーを6月25日(土)ホテ
ルニューオータニ幕張で開催する事
になりました。つきましては、近々
に募集の案内がクラブオールされま
すので、会員企業の社員及び会員の
ご子息の皆様(30歳まで)のご参加を
宜しくお願いいたします。
雅夫
寒暖差の激しい気候が続きています
が、我が家の枝垂れ梅も花が咲き始
め、春を感じ始めています。花粉の
影響も出始めたのですが、コロナ対
策のマスクで防御しつつロータリー
活動も活発化していきたいと思いま
す。
芳弘
昨日から社会人野球スポニチ大会が
始まりました。優勝すれば日本選手
権の出場権が得られる大会の一つで
す。初戦は日本新薬に2-3で惜敗と
いう結果でした。投手は好投したも
のの、ソロとツーランの2本のホー
ムランで逆転負けでした。スター
ティングメンバーには、2人の新加
入選手も選出されており、新たな戦
力にも期待したいと思います。引き
続き応援頂きたく宜しくお願いしま
す。
ゆかり 皆様こんにちは。今月お誕生日、記
念日を迎えられる会員の皆様おめで
とうございます。福島会員、貴重な
卓話をありがとうございました。
貴美子 パラリンピックはイギリス傷痍軍人
の治療と社会復帰を目的として開か
れた競技大会でありましたが、平
昌パラの時は26.7%が退役軍人でし
た。オリンピックは平和の祭典です
が、これ以上戦争による傷痍軍人が
増えない事を希望します。福島さ
ん、卓話ありがとうございました。
寛明
連日のテレビ放映でウクライナの映
像を見ていますと心が痛みます。
さくら お誕生日の記念品を頂きありがとう
ございました。
千博
福島会員、卓話ありがとうございま
した。
大介
本日卓話の機会を頂きました。あり
がとうございました。
秀一
福島会員、卓話お疲れ様でした。弊
社グループでもアグリ事業を行って
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います。情報交換をいたしましょ
う。
福島会員、卓話ありがとうございま
した。
福島様、卓話ありがとうございまし
た。暖かくなってきましたが、私は
花粉症が出だして少し辛い季節に
なってきました。
福島会員、卓話ありがとうございま
した。ウクライナへのロシア侵攻、
まさか自分が生きている時に戦争が
起こるなんて思ってもいませんでし
た。一日も早い終息を祈るばかりで
す。
福島さん、卓話お疲れ様でした。こ
れからも宜しくお願いします。
福島会員、貴重な卓話ありがとうご
ざいました。ウニバト君、共に世界
平和の為に頑張りましょう。これか
らもロータリー活動を頑張ります!
福島会員、卓話ありがとうございま
した。
私は昨年より柏で「休耕田を蘇させ
る」ボランティアをやっています。
昨年は、さつま芋と落花生を皆で収
穫しました。今年は、私は里芋を初
めて栽培します。極意がありました
ら是非アドバイス下さい。
かずさマジック初戦をかざることが
出来ませんでした。今後の活躍に期
待します。
やっと暖かくなってきたと思いまし
たが、また冷え込んで花粉共々体調
管理が大変になりました。気を付け
ます。子安通りにある河津桜が満開
のようで綺麗に咲き誇っていまし
た。沢山の人も来ており、春を感じ
られました。
本日、誕生日祝品を頂きました。あ
りがとうございます。

