
 

♬ソングリーダー♬ 

高松 正雄会員 

「手に手つないで」 
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川口北ロータリークラブ 
         例会場：川口市芝新町 9-10 

            東京信用金庫 蕨支店 

            例会日：毎週水曜日  

                     TEL:048-264-5020 FAX:048-261-9756 

                     E-mail: kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp 

            事務所：〒333-0866 川口市芝 2-4-25 

 

   

           

 

 

 

 

ロータリー活動の根源

でもある「奉仕」を通じ

てロータリーライフを

楽しみましょう！ 
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会長      森川  昌紀 

会長エレクト  増田   徹 

副会長     菅   祐伸 

幹事      原   浩明 

クラブ広報   小林   忠 

SAA         山口 久仁幸 

会計      千葉  秀樹 

【本日のプログラム】 

第 1784 回例会 

     

卓話  

♣ロータリー財団資金推進 

  委員会 森嶋 修委員 

  

  

   

 

             

 

【次回のプログラム】 

第 1785 回例会 

 

11 月 17.18 日(土・日) 

地区大会 

 場所：リリアにて 

 

第 1782・83 回 例会記録 10 月 31（水）・11 月 11 日(日) 

 

 

♞地区より感謝状♞ 

会員増強維持部門 大杉 能弘委員長 

 

 

TEL:048-264-5020
mailto:kawaguchi-nrc@bloom.ocn.ne.jp


森川 昌紀会長挨拶 

皆様こんにちは、本日のお客様を紹介します。 

埼玉県川口県税事務所所長  

松島利夫様。川口北東 

ロータリークラブ伊藤信男 

会長。交換留学生サラ・ 

スサーナ・ユンニラさん。 

来月１１月１１日日曜日は 

職業奉仕委員会主催の職場訪問で下水処理場に見

学に行きます。私の仕事の中で下水管を工事する仕

事があります。新たに新設すること、古くなった下

水管（汚水管）の取替工事、補修工事等です。 

下水管は雨水を排水する雨水管と、生活排水の汚水

管と大きく２種類に分かれます。下水管（汚水管）

の取替工事、補修工事の要因は管が機能しなくな

る、何かが詰まったりしてちゃんと流れない事が起

こります。原因は老朽化により事がほとんどです。 

老朽化の原因は主に樹木の根が入り込み管を詰ま

らせる場合と、汚物以外の物が流され詰まる。 

汚物以外の物はトイレットペーパー以外の溶けな

い紙、下着、一番多いのは油の固まり、油物を流す

と温水では流れますが徐々に冷えて行き固まって・ 

取り除くには１,管の入れ替え、２,管清掃と呼ばれ

る高圧洗浄車による除去と、３，管更生方法があり

ます。 

１,管の入れ替えは掘削して入れ替えるだけですが

高額な費用がかかります。また、集合住宅の場合、

全ての汚水管が一つに集約されるので切り替えの

工事中は使用中止の周知徹底を行わなければなり

ません。これが最大のネックとなります。 

２, 管清掃と呼ばれる高圧洗浄車による除去は、掘

削工事などは行わず超高圧洗浄装置車両と水を供

給するタンク車と汚物を吸い取るバキューム車の

３台で行います。最近の超高圧洗浄装置は非常に良

くできており、管の中にモルタルが固まっていても

ほとんどが取り除けます。 

３，管更生方法は高圧洗浄を行い、かつ傷んだ管を

グラスファイバーにて管を全てコーティングする

方法です。費用は高額になります。先日、とあるお

客さん、４階の建物で１・２・３階が店舗、４階に

住居のところで２・３階に雨漏りがする。雨が降っ

て無くても晴れの日でも水が漏れてくるから見て

もらえないかとの依頼がきました。 

 

原  浩明幹事報告    

1.当クラブ例会スケジュール   

10/31 川口県税事務所 

松島利夫所長  

11/07 休会 

11/11 移動例会「施設見学会」 

埼玉県荒川左岸南部流域処理場 

11/14 ロータリー財団資金推進委員会  

森嶋 修委員 

11/17・18(土・日) 「地区大会」リリアにて 

11/21 休会  

11/28 夜間例会 JC理事長 ゆの郷 6 時より 

            ゆの郷にて 6 時より   

  

 

 

 

  

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

もらえないかとの依頼がきました。漏水（水漏れ）

しか考えられないので、あらゆる排水をすべてチェ

ック、一箇所毎に水を出しっぱなしにしたところ、

台所の排水で異音が発生、すぐに床をはずし点検。

すると９０°エルボの箇所で水があふれ出てきて

おりました。まちがいなくこの先で管が詰まってい

る確証がとれました。家の方に話を聞くとご主人が

休日仲間を呼んでバーベキュウなどを良くやって

いて油を拭かずに流していたとのこと。油物を流す

と温水では流れますが徐々に冷えて行くとだんだ

んと固まってしまいには油で管を詰まらせる事に

なります。その日は台所の排水はバケツに入れてト

イレに流す方法を採り不自由な生活となりました

が、２日後に小型の超高圧洗浄にて油の詰まりを全

て除去しました。白い油の固まりがどんどん出てき

ました。大掛かりな工事も無く、不自由な生活を送

っていた奥さんは大喜びでした。ちなみに飲食店な

どでは油物や食材ゴミを排水に流していますが下

水管に流す前にグリーストラップという桝で油や

食べかすやゴミを桝の中に留めて、先に流さない仕

組みを設けています。但し定期的なメンテナンスが

必要です。汚水管詰まりの原因 家庭排水の油物そ

のまま捨てると環境悪化にもつながる。温かい油は

流れるがやがて冷えてきて管の中で徐々に詰まる、

人間の脳梗塞に似ている。なにげない普段の生活で

当たり前と思っていたことが、実は誤った使い方で

大事になってしまう大変恐ろしいものです。 

次回の下水道処理場の見学での予備知識として頂

けたら幸いです。 

 



委員会報告 

会員研修委員会    藤原 忠雄委員長 

先週もお願いしましたが、「入会 3 年 

未満、新会員の集い」が行われます。 

クラブとしては是非出席して頂きたい 

と思います。どうぞよろしくお願い 

致します。 

 

プログラム委員会   今村  勲委員長 

今年のプログラムもほとんど決まり 

ました。お蔭さまで、大きな問題も 

なくここまで来ました。そこで 11 月 

29 日（木）に上半期の反省と下半期 

のプログラムについてとして、打ち上 

げをしたいと思います。プログラム委員の方だけで

はなく、一般の会員の方にも参加して頂きたいと考

えております。6時より「にしき」にて開催いたし

ます。11/20 までにご返信を頂きたくお願い致し

ます。 

 

親睦委員会     奈良 栄一郎委員長 

先週は夜間例会お疲れ様でした。 

11/28（水）に夜間例会を 

「ゆの郷」にて開催致します。 

11/20 までにご返答頂きますよう 

よろしくお願い致します。また、 

来週に迫りました「親睦ゴルフ大会・懇親会」の再

度のご案内です。参加される方には、先ほど組み合

わせ表とハンディーキャップをお渡し致しました。

ハンディーキャップ戦ですので、どなたにも優勝の

可能性がございますので、是非頑張って優勝をもぎ

取って頂きたいと思います。 

 

職業奉仕委員会   森田 康之会員 

11/11（日）に移動例会として 

「施設見学会」を行います。 

そのあとに戸田市にあります 

「PIZZAERIA OHSAKI」 

にて、昼食をしたいと思います。 

出来ましたら、車の乗り合わせで来て頂けたらと 

思います。どうぞよろしくお願い致します。 

お客様あいさつ        

川口北東 RC 伊藤 信男会長 

皆様こんにちは、親クラブの皆様 

には大変お世話になっております。 

心より感謝申し上げたいと思います。 

親子 3代の行事を私たちクラブが 

先陣を切ってやらせて頂きます。 

何をやるか、出来るだけお金をかけず、ロータリー

をアピール出来るものをと考えた所、川口青木町公

園が2年程前に川口市議会のある議員の提案で「平

和公園」となった事を、意外と知られていないので

す。そこで市民公募から「平和こそ尊い、平和こそ

市民の願い、平和こそ未来の誓い」というメッセー

ジが提案されて、これが記念碑となりました。私た

ちはＲＩのテーマである「奉仕を通じて平和を」を

平和運動の一貫として、川口市から発信して行く為 

「ロータリー平和の集いＩＮ川口」を計画している

所でございます。12月 8 日で寒い時期ですが、 

出来るだけ早く行い 2 月のＩＭ、そして 8 月の広

島で行われる「平和集会」と繋げたいと思います。 

是非ご参加よろしくお願い致します。 

 

お客様紹介 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12/01（土）入会 3年未満、新会員の集い 

3.当クラブ委員会 

11/14（水）第 4 回会員研修会 

4.例会変更    芝事務所にて 6 時 30分より 

＊川口ＲＣ 11/8(木)江南春にて・22（木）休会 

＊川口北東 RC 11/6→7 へ変更・20（火）休会 

＊川口中央 RC 11/12（月）休会・14(月) 江南

春にて・19（月）休会 

＊蕨 RC 11/03(土)「宿場まつり例会」6・20（火） 

5.その他                休会 

11/03（土）「ゆり際」 場所：ゆりヶ丘学園            

11/08（木）「クラブ親睦ゴルフ大会・懇親会」 

 

 

 

 

 

 

  
松島 利夫 様  伊藤 信男 様 サラ・ユンニラさん 

 

 

 

 



本日の卓話 埼玉県川口県税事務所 

         松島 利夫所長 様 

❖埼玉県の税のお話 

「納税率」・・・課税額、収入額全国 6 位 納税

率 47 位。納税率 個人県民税

45 位。それ以外の税計 34 位 

         合計 47位。 

納税は国生活を支える原資 

になっています。この 

納税なくして国民生活を 

支える財源はありません 

税金はよく血税などとい 

われ、感覚的には個人の 

所得に対する税金が主なものと思われがちです。 

しかし実際は法人税あり、事業所税あり、固定資 

産税あり、都市計画税ありと様々な税金が支払わ 

れています。国税庁の調査では、平成 22年の平 

均給与は 412万円になっています。このうち所 

得税など税負担で 30万円支払われます。そして 

社会保険関係、年金保険料、医療保険料だとかで 

30 万円、合計 60万円支払うことになります。 

つまり 412 万円の給与がある人は 60 万円を負 

担していることになります。この 412万円の給 

与の方に幼稚園児や保育園児がいれば、年間の公 

費負担、つまり税金で負担する部分が 57万円あ 

ります。小学生がいれば 1 人 77万円、中学生 

であれば 91万円、高校生であれば 97 万円、国 

立の大学であれば 183万円ということになりま 

す。基礎年金の年額 78万円も、そのうち 39万 

円は税金で負担しています。医療保険の大半も税 

金で負担しております。県民の皆様には税金を支 

払っていただいておりますが、それ以上に多くの 

支出を様々な税金を財源として「公」は行ってい 

るところです。したがって、県民の皆様には納税 

をしっかりしていただかなければなりません。し 

かし、埼玉県はこの納税率の順位が芳しくないの 

です。個人県税以外の県が直接徴収する部分の納 

税率は、平成 23年度は 98.2％で全国 34位に 

なっています。一方、個人県民税は市町村の住民 

税と一緒に市町村で徴収しておりますが、これが 

実は全国 45位でありまして十分な成果を得てお 

 

 

 

りません。したがいまして個人県民税と一緒に徴収 

している市町村の頑張りがないと埼玉県は厳しい

立場に立つこととなります。税金をきちんと納めて

おられる人のためにも納税率を上げて行くことが

重要です。県民の皆様には、是非ともご理解とご協

力をお願いします。 

❖高齢者の現状 

◆本県の高齢化の特徴 

1. 今は高齢化率が全国で 2番目に低い 

2. 高齢化のスピードが速い 

3. 高齢者の絶対数が多い 

4. 団塊の世代が多い 

5. 単身高齢者や高齢世帯が急速に増える 

6. 地域間格差が大きく、都市部で高齢化に進展 

7. 地域とのつながりの比較的薄い人が多い 

全国で 2 番目に低い高齢化率ですが、今後は、約 

40万人という団塊の世代の方が平成24年頃から 

高齢者の仲間入りをするなど、高齢化は急速に進み 

平成 47 年には 3 人に 1 人以上が高齢者になるも

のと予想されています。 

◆高齢者人口（65 歳以上）等の推移 

本県の人口は、平成 17 年の国税調査によりますと 

705 万 4千人で、高齢者人口は 115万 7千人、 

高齢化率は 16.4％となっています。しかし、高齢

者人口は増加し続け、平成 17 年から 42 年までの 

高齢者人口の増加率が 76.8％で全国 1位となり、 

平成 47 年まででは 82.8％で全国 2 位となりま

す。また、高齢者人口の増加数では、平成 42年 

までが 88 万 8 千人と全国 3 位、47 年でも、95

万 8 千人で全国 3 位の増加が見込まれます。世帯

主が 65歳以上の世帯のうち、単身高齢者世帯と高

齢者夫婦世帯の割合は、平成 17年には 56.8％で 

したが、37 年には 66.9％に上昇すると見込まれ

ています。平成 37年までの増加率では、単身高齢

者世帯が 145.8％で全国 1 位、高齢者夫婦世帯は

67.5％で全国第 2 位となる見込みです。 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

松島利夫様 

卓話 

ありがとう 

ございました。 



出席委員会 田中 一任委員長 

             

 

 

会員 出席 計算会員 MU % 

29 20 25 1 84 

 

ニコニコ委員会   谷口  顕委員長 

伊藤 信男様 本日は平和の集い 

       のお願いに参りま 

       した宜しくお願い 

       致します。 

森川 昌紀 松島様本日は宜しくお願いします。 

原  浩明 松島様卓話宜しくお願い致します。 

磯  利昭 松島所長卓話宜しくお願いします。 

今村  勲 松島様卓話ありがとうございます。 

大杉 能弘 お久振りに出席します。宜しく！ 

切通 勇次 松島様卓話宜しくお願いします。 

菅  祐伸 松島様本日は宜しくお願いします。 

高松 正雄 本日は宜しくお願いします。 

田中 一任 本日も宜しくお願いします。 

千葉 秀樹 松島様宜しくお願い致します。 

奈良 栄一郎 松島様卓話ありがとうございま

す。 

11 月誕生日の会員  Happy Birthday♬   

 

 

 

 

 

                     

  須田  清会員     磯  利昭会員 

 

クラブ親睦ゴルフ大会結果 １１/8（木） 

   おめでとうございます！ 

♞優勝 切通 勇次会員 

♞準優勝 奈良 栄一郎会員 

♞ベスグロ 82 森川 昌紀会長 

             

 

森川 昌紀会長挨拶 

休日のお忙しい所、「職場訪問」   

の移動例会へご参加頂きありがとう 

ございます。朝ラジオを聞いていま 

したら、11/11 は 2 番目に記念日 

が多い日だそうです。第一次世界大戦の終戦記念日 

という事で平和記念日だそうです。そして本日は、

先日の卓話にありました「日光御成道まつり」が行

われています。そのような良い日に下水道処理の見

学をさせて頂くということで、とても楽しみにして

おりました。前回の会長挨拶でもお話をさせて頂き

ました。この下水道の役割がいかに重要なのか、皆

さんもお分かりだと思いますが、下水道、汚水の行

きつ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 11 日（日）「施設見学会」 荒川左岸南部流域処理場 

  

西田 宗平 本日も宜しくお願い致します。 

延島 三男 お久ぶりです。 

藤原 忠雄 松島様今日は宜しくお願い致します。 

森田 康之 松島利夫所長ようこそ。 

山口 久仁幸 松島所長ありがとうございます。 

山森 喬夫 秋深まって来ました。 

18 口 23,000 円 累計 369,000 円 

 

 

き着く先がこの下水処理センターです。こちらで処理

をされ、きれいにしてまた川へ流すという事です。下

水処理がされなければ、伝染病や環境汚染にさらされ

てしまいます。また、下水は紀元前 2500 年頃から行

われているそうです。大変な歴史をたどって、今に至

っているのです。是非今日はいかに重要な施設なのか、

勉強をして頂きたいと思います。 

 



                              

                  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

ニコニコ報告 

森川 昌紀 毎日の下水処理に感謝します。 

原  浩明 今日の「施設見学会」宜しくお願い致

します。 

今村  勲 職場見学お世話さま。 

内山 武司 職奉の施設見学会に参加頂きありが

とうございます。 

奈良 栄一郎 本日も宜しくお願いします。 

西田 宗平 宜しくお願いします、奈良さんゴルフ

教えて下さい。 

藤原 忠雄 今日も宜しくお願いします。 

増田  徹 ゴルフガンバリます。奈良様教えて

下さいね。 

松本  明 職奉お世話になります。 

森田 康之 下水道のしくみを楽しみにしていま

す。 

山口 久仁幸 内山委員長、今日の見学会お世話

様です。 

11 口 13,000 円 累計 382,000 円 

❖公益財団法人埼玉県下水道公社の皆様 

本日はありがとうございました。 


