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矢 島 高 明
当 番 沢辺君、坂本君

・点 鐘 小川会長
・ソング 我等の生業
・ビジター（本庄）加藤玄静様
・卓 話 齋藤 実様
【会長報告】
飯能高校チアダンス部が全米大会に出場す
るとの事で激励会に出席。普段お年寄りや病
気の人ばかり診ているので、元気な高校生が
踊るのを見て、眼福と言いますか、寿命が伸
びたように感じました。
名前を変えて活動を続けた日本のＲＣ。戦
後もそれは続く。
Ｓ２１年、
水曜クラブ
（東京ＲＣ）
会長がＧＨＱの偉い人を通じＲＩ事務局にＲＩ
への復帰要望書を提出。
「希望は理解したが確
答出来ない。記録としては残しておく」との
返事で何の動きも無かった。１年経ち大阪か
らも復帰願いが出されたがやはりＲＩは動か
なかった。復帰はそれから２年後でした。
◎加藤玄静パストガバナーご挨拶
昨年度、井埜ガバナー
エレクトががん、栗山ノ
ミニーも夫人の体調不良、
２人欠員で、急遽井埜氏
と同じ熊谷から前嶋ガバ
ナーに出て頂き、先日は
地区チームセミナーで細
井氏
（行田さくら）
がエレ
クトに就任、米国での協
議会にも出席されました
（正式には
「インカミング・
ガバナー」
）
。全クラブにガバナー要請を送っ
たのですがどこからも手が挙がらなかったた
め、手続要覧の規定により地区内に指名委員
会
（私を含む５人のパストガバナー）
を立ち上

げ、細井年度の次のガバナーを飯能からとい
う事に決まり、公式にお願いに参りました。
総意を以ってご推薦頂き、指名委員長の私に
出して頂きたいというのが地区全体の希望で
す。よろしくご配慮をお願い致します。
【幹事報告】
国道沿い看板撤去は昨日無事終了しました。
◎例会変更のお知らせ
◇入間ＲＣ
・３／９（木） 日帰り美術館 移動例会
・４／１３（木）１１（火）入間南との合同例会に変更
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
前島君
３／２２飯能日高合同夜間例会、出欠は早目
にお願いします。今週末、親睦旅行の下見、
次週卓話で旅行のプレゼンを行います。
◎出席向上委員会
中山君
ＩＭにバスで行かれる方は１３
：
４０南口集合。
点鐘１５時。帰飯後「暖らん」にて懇親会。
２／２２（水）は振替休会。
◎飯能高校チアダンス部激励会
木川君
２／５激励会は２回目。米国ダラスでの全
米選手権に本日６：３０出発。
１１日予選、決勝は
１２日。１４日１６：４５成田着。多くの会員のご
出席に御礼申し上げます。無事に帰って来る
事を願っている次第です。
【出席報告】無届欠席０ 中山出席向上委員長

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【Ｍ
Ｕ】
２／５（地区）木川君、中里（忠）君、藤原君

【結婚・誕生日祝】
神田（敬）親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
齋藤君、大附君、馬場君、矢島（高）君
大野（康）君、細田（吉）君、川口君
◇結婚記念日おめでとう
市川君、大木君、森君、齋藤君、田中君
◇会員誕生日おめでとう
５細田（吉）君、８増島君、１１細田（伴）君
１２加藤君、２８矢島（高）君
◇夫人誕生日おめでとう
１木川夫人、１２福島夫人、２０細田（吉）夫人
２０川口夫人、２２橋本夫人、２４小川夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・加藤様ようこそ。遠いところ有難うございます。
木川君、吉田（健）君、矢島（巌）君、髙橋君
小川君、矢島（高）君、島田君、和泉君、馬場君
・齋藤様、本日は卓話よろしくお願い致します。
細田（伴）君、矢島（巌）君、吉澤君、福島君、本橋君
小川君、矢島（高）君、島田君、和泉君、馬場君
・入会記念日お祝い有難うございます。
齋藤君、大附君、馬場君、大野（康）君
川口君、矢島（高）君、細田（吉）君
・お誕生日お祝い有難うございます。
細田（伴）君、細田（吉）君、矢島（高）君、加藤君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
大木君、市川君、田中君
・家内のお誕生日お祝い有難うございます。
木川君、小川君、川口君、福島君
・飯能高校チアダンス部協力有難うございま
した。
木川君、細田（吉）君、間邉君
・遅刻
細田（伴）君
・早退
半田君、土屋（良）君
本日計７４，
０００円、累計額７２６，
００２円。
◎１５日例会当番は土屋（良）、田辺会員です。
【卓
話】
講師紹介
吉澤環境保全委員長
齋藤先生は飯能で育っていらっしゃいま
す。その後、会社を開かれました。飯能ライ
オンズクラブでもご活躍中です。

環境とは？
（有）飯能清掃センター

齋 藤

実様

〔スライド併用〕
“清掃センター＝環境”と捉えて
頂くのは有難いのですが、私共の生業はし尿の
汲み取り、浄化槽、ゴミ収集。どちらかと言うと、
３Ｋ（きつい、臭い、汚い）をイメージされます。ただ、
地元の方々のご理解を頂いて、会社は５１年目を
迎えます。
「自然環境」
「生活環境」
「人間環境」
「労働環境」
「社会環境」
「腸内環境」
と、
「環境」に
もいろいろな捉え方がありますが、私の仕事から
スタートさせて頂きます。
「飯能市合併処理浄化槽組合」はＨ９年の設
立、今年で２０年。全国一の組合です。
「下水道」は管路を通り処理施設で処理後、川
に放流されます。
「浄化槽」は一般家庭の敷地内
に小さな槽を置き、生活排水、
トイレ、台所、風呂
の排水をその中で処理して川に放流します。非常
に素晴らしい機能を発揮するのですが、保守点
検、清掃、法定検査の３点セットが成立して初め
てきれいな水、
下水道と同等もしくはそれ以上の
水質が確保されるのです。市から維持管理補助
金が出るようになっても「お金を出すなら（浄化
槽なんか）やらない」と、なかなか維持管理が進

まない状況が続きました。
「それなら飯能で組合をつ
くろう」と、行政、設置者、
保守点検、清掃、施工業者
で１つの組合をつくり、
補助
金申請の煩わしさを軽減
するため組合委託を行い、
今、組合員数４３００名とい
う大きな組織になりました。
組合の仕事は、年４回の保
守点検（１９，
４４０円）
、１回
の清掃（２９，
１
００円）
と法定検査（５，
０００円）
。合計
５３，
０００円に対し、市
（予算約１億円超）
から約半
額の補助金
（２５，
７５０円）
が出て、合併浄化槽を使
用する一般家庭の支出は２７，
８５０円となります。
当時の厚生省、業界から「素晴らしい組合が出
来た」と執筆依頼があり、書かせて頂いたところ
反響が大きく、
多くの視察や問合せがありました。
私も全国で組合や合併処理浄化槽の素晴らしさ
についてお話させて頂く機会が多くなりました。
当初は組合の設立経緯や運営方法だけでした
が、会場によっては主婦の方も居られ、浄化槽の
使い方や必要性、それによって清流が取り戻せる
事、
“三尺流れて水清し”１ｍ程の浄化槽の中で
下水道以上の水が出来るという事などお話して、
浄化槽の普及・啓発に努めて参りました。
「清掃業界の歴史みたいなのをやってくれ」と業
界の懇親会で言われ、
調べました。
約３００年前の
「小便買い」
し尿が売れた時代があった。ベルサイ
ユ宮殿にはトイレが無く、桶に用を足して花畑に
撒いた。
すごい臭いで、
臭い消しのために
「香水」
が
生まれた。パリのまちなかでも夜、排泄物を窓か
ら外に捨てた。
便を踏まないように
「ハイヒール」
が生まれた。肥桶１杯分
（３６ℓ）
がバキュームカー
の１目盛り、
タンクは３６００ℓ、
１
８００ℓ。昔は余ったし
尿は海や川に流したり畑に埋設した。Ｓ２９年、
バ
キュームカーが誕生し、
業者はだいぶ助かった。
明治３３
（１９００）
年、日本初の廃棄物に関する
法律
「汚物掃除法」
が施行。
開国後、
ペスト等の病
原菌も入ってくるようになった。Ｓ２９年頃、化学
肥料が生まれ、
し尿の農地還元の必要が無くなる。
飯能市ではＳ２８年から下水道の管路の整備が始
まり、Ｓ４０年、初めてし尿処理施設が出来た。Ｓ
５１年、
「産業廃棄物」
が明確化されます。
全国に仲間が増えたがここ何年かは辛い話が
多い。会社も仲間も何人も亡くなった。津波や地
震は何とか復興出来るが、福島の仲間達、双葉町
の人達は未だに帰れない。彼らと話すと今も泣く
のです「
。俺ら犯罪者か。悪い事してないよ。被害
者だよ。放射能の怖さをみんな知らないんじゃな
いのか」
。同じ日本人として人間として、
もっと放射
能の事を知ってもらいたいと思い、講演しました。
「…残念ながら私達は原発による放射能汚染を
背負った社会で生きていかなければならない。
国・自治体・住民はそれぞれ地域のリスクを把
握・共有化し、そのリスクに応じた必要な対策を
積極的に実施しながら安心安全な社会の再生に
向けて邁進していかなければならない」
。小児甲
状腺がん、五体満足の子どもが産まれるのかとい
う不安もある。放射能を理解すればもっと一つ
になれるのではと思います。
飯能河原の堰、
天然氷のスケート場。
吾野駅から
バスで行く刈場坂峠のスキー場。名栗と吾野の
水力発電所。５月
『美しい星』
が全国放映。高校生
の時、
三島の本を読んで天覧山に登って本気で円
盤を呼んだ覚えがあります。飯能にはたくさん宝
があります。ＲＣの皆さんも飯能の宝。一つになっ
てまちおこしをして頂ければ本当に幸せです。

