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Weekly Report 
「ロータリーへ感謝」 

本日の例会 ゲスト卓話                          次回例会 特別休会 

《会員卓話》 

『佐世保と水』 
  二ノ宮 健 会員 

 

「佐世保と水」のテーマで卓話をします。37 歳で入

会、当クラブ 43 番目の会員。昭和 38 年頃市水道局長

だった永元為市様が昭和 56 年に「佐世保と水」とい

う本の貴重な事実を参考。佐世保の水道は明治 16 年

8 月から日本海軍東郷平八郎元帥が佐世保村を軍港

にする為に水確保調査開始。明治 19 年に水道の原点

になる全国 10 番目に、明治 40 年 9 月に給水を開始。

市民は市役所が明治 38 年に水道水を海軍から貰い受

け 1 斗缶に水を入れ馬車で市民に配った。海軍用水道

を保全する為に当時の水道、土木技術を駆使して施設。

後、次第に市民が利用できるように緩和。日本人技師、

吉村博士の手で水道施設が出来て国内で佐世保市が

初。山が多く高地給水が多い。高い配水池にポンプ

で上げる為電気代が嵩み水道代に影響。現在、水源確

保の為に既に短期対策として川棚川暫定豊水施設、南

北融通施設等を竣工。中期対策として貯水量増を図る

下の原ダム再開発。長期対策では川棚町ダム建設促進

等に安定給水を目指して期待。海軍が造った山の田水

源池は 110 年以上経過。世界で水道水として飲める国

家は 8～15 か国程度。現在の水道の通常の 大給水量

は１日約 80,000ｍ3。キャパは日量 118,000ｍ3 給水

出来る。佐世保中央部は地形が急傾斜。山脈とか豊か

な水量の川が無く水源が乏しい。市勢発展に対応させ

第 9 次水道拡張事業、水道施設整備事業を推進中。安

定確保出来る取水量は 77,000ｍ3（河川 21,600ｍ3+

ダム 55,400ｍ3）程度。不安定取水に依存している状

況。濾過した水道水を造る為に日量約 89,000ｍ3 の水

源量が必要。全国平均１人当たり使用水量約 230L。

当市１人当たり使用水量、約 207L と少なく想定。平

成 6 年佐世保市大渇水の事態は、異常気象、異変の条

件が合えば起こりうる。市内水源ダムは、海軍の施設

転用が多く耐用年数を超えたものが多い。山の田水源

ダムは経過年数 110 年、転石ダム 90 年、菰田ダム 78

年、相当ダム 74 年、川谷ダム 62 年、下の原ダム 50

年と古く鉄筋は腐食。コンクリート補修が出来ない。

ダムの底に 50 年～100 年掛って堆積した汚泥の浚渫

が出来ず、貯水率が 70％を切ったら制限給水の予定

になる。ダムの改修工事が出来ない状態で、災害、地

震が起きてダムに対し山崩れ、土砂崩れが起きたら佐

世保市内の水道供給が停止する。水の確保が出来ずに

多数の市民生活は困難になるかも知れません。県が川

棚町に計画のダムが出来たら日量約 40,000ｍ3 の水

源が確保できる予定。ダムが実現で水量の安定確保が

出来、佐世保市内の 6 カ所の古いダムの改修改善工事

が出来る。山の田はメタウオーターJV が約 100 億円

で濾過装置始め管理棟、機械設備を改修、維持管理を

行い平成 28 年に竣工。 新セラミック濾過方式で国

内トップクラスの安心安全な優秀な水道濾過浄化装

置。山の田系水道水はミネラルウオーターと変わらず、

価格は 2 リットル当たり 0.32 円位にしか当たらず、

市販の天然水は約 100 円位？市の水道管は延長約

3000Km。約 30％位が 40 年の耐用年数を超え頻繁に破

裂、漏水が起こり修繕、取替をしている。局は施策を

2020～2029 長期ビジョンを策定。水量が少ない東部

地区では下の原ダム嵩上工事は終了。合併町村分を併

せ水の取水に苦労。小佐々町等少水量地域は水道管の

破裂などで渇水の恐れが有る。将来の佐世保市民の生

活と経済の繁栄を担う、水源の安定確保が図って行け

ればと思います。 
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【本  日】 会員  40 名   出席  25 名     欠     席    5 名    出席規定免除会員（10）   出席  5 名    出 席 率  --.--％ 

【前々回】 会員  40 名   出席  25 名    メークアップ   --名    出席規定免除会員（10）   出席  5 名    修正出席率  --.--％ 

佐世保北ロータリークラブ  2020～2021 年度 ＲＩ会長 / ホルガー・クナーク ガバナー/花島光喜 



《会長挨拶》 
                近藤竜一 会長 

昨日は、IM の開催、皆様お疲れ様でした。 

緒方ガバナー補佐、IM 実行委員長の元、会員の皆様

におかれましては、会場設定や受付を始め 18 の役に

分かれて、テキパキと役をこなして頂きました。おか

げさまで立派な IM を実施する事ができました。心よ

り感謝申し上げます。その後のミーティングまで含め

ますと長時間になりました。皆様お疲れの事と思いま

す。今週は、次年度の準備等で、また忙しい日が続き

ますが、コロナ対策も含めて、体調管理には十分注意

をしてお過ごしください。 

今日は、チャーターメンバーであります二ノ宮会員の

卓話です。生活や仕事にとって重要な水にまつわるお

話です。謹んで拝聴致します。よろしくお願いいたし

ます。 

 

《幹事報告》 
           松尾重巳 幹事 

1.例会変更  

 ・佐世保東南ＲＣ   

4 月 21 日（水）12：00～ 

  ※観バラ会のため（九十九島動植物園森きらら） 

  4 月 28 日（水） 

※職場訪問のため（西海市：小嶋産業株式会社）    

  

・ハウステンボス佐世保ＲＣ 

 4 月 20 日（火）12：30～  

臨時休会(定款第 7 条第 1 節により) 
※新型コロナ感染拡大防止のため 

   4 月 27 日（火）18：30～ 

臨時休会(定款第 7 条第 1 節により) 
※新型コロナ感染拡大防止のため 

                        

2.来信   

・公財）ロータリー米山記念奨学会 

ハイライトよねやま VOL.253 

 

・佐世保南ＲＣ  

2021～2022 年度  

第 2 回佐世保市内 8ＲＣ 会長・幹事会開催のご

案内 

日 時：5月 14 日（金）18：00～  

場 所：セントラルホテル佐世保  

  

 ・ハウステンボス佐世保 RC 

  2020～2021 年度 第 8 回佐世保市内 8ＲＣ 

会長・幹事会開催のご案内 

  日 時：5 月 12 日（水）18：30～ 

  場 所：ホテルヨーロッパレンブラントホール 

※緒方ガバナー補佐、会長、幹事、事務局宛 

 3.伝達事項 

① 4/22（木）18：30 よりグランドファースト

イン佐世保にて次年度理事会を開催いたし

ます。 

  

 
《委員会報告》 

会員増強委員会 船津 学 委員 

佐世保高専の東田校長先生からご紹介頂きました新

しい校長先生の中島ヒロシ様にご入会する旨の報告

を頂きました。今後は、鐘ヶ江インターアクト委員長、

村瀨ロータリー情報委員長に話を進めて頂き、入会へ

と向かいたいと思います。 

 

第 6 グループ 緒方信行ガバナー補佐 

昨日のインターシティ・ミーティングでは初のオンラ

インミーティングでしたが、若い世代をはじめ、北ク

ラブ会員のすばらしい結束力で大成功に終えること

ができました。ご協力ありがとうございました。3 年

後の地区大会では皆さんの力を結集して頑張ってい

きましょう。 

 

IM 実行委員会 村瀨高広 委員長 

第 6 グループ緒方信行ガバナー補佐のもと 4月 18 日

(日）14 時より開催されたインターシティ・ミーティ

ングにご参加の皆様ありがとうございました。花島光

喜ガバナーはじめ、ご出席の皆様も大変喜んで頂きま

した。今回は登録 234 名本会議出席 52 名 Web 参加が

155 名でした。 

 

船津 学 米山記念奨学生カウンセラー 

4 月 18 日(日)諫早文化会館にて米山記念奨学生カウ

ンセラー奨学生オリエンテーションが開催されまし

た。直前で担当する奨学生が変更となるプチハプニン

グもありましたが、無事に顔合わせして参りました。

我が北クラブが担当する奨学生は、ベトナム国籍で料

理が趣味の『ドー チューン ミン トゥ』さんです。

ニックネームはミンさん、ミンちゃんでお願いします。 

22 歳の長崎県立大学生です。前回の奨学生、レー チ

ュン ハイ君の後輩です。 

皆様よろしくお願い致します。 

 

次年度奉仕プロジェクト社会奉仕委員会 

小西研一 委員長 

本日、18 時 30 分よりグランドファーストイン佐世

保 3 階において、第 1回次年度奉仕プロジェクト

合同委員会を開催します。次年度社会奉仕委員会、

次年度青少年奉仕委員会、次年度インターアクト

委員会のメンバーはご出席の程、よろしくお願い

します。 

 



IT 会報委員会 委員長 / 松田亜由美   委員 / 中島閏二 井上隆三 渥美大介 永石浩一郎 （記事担当 松田亜由美） 

《ニコニコボックス》 

親睦活動委員会 田中博徳 委員 

 

近藤竜一 会長 峯 徳秀 副会長 松尾重巳 幹事 

本日の会員卓話はチャーターメンバーであられます 

二ノ宮健会員です。「佐世保と水」と題してお話し戴

きます。謹んで拝聴いたします。よろしくお願いいた

します。 

昨日、4 月 18 日開催のインターシティ・ミーティン

グが無事に開催され、とてもうれしく思います。会員

の皆様のご協力ありがとうございました。 

緒方ガバナー補佐、富田コーディネーター、村瀬実行

委員長、司会の松田信哉会員、パネラーの茶村会員、

実行委員会の皆様、大変お疲れ様でした。また、あり

がとうございました。 

 

第 6 グループガバナー補佐 緒方信行君 

昨日はＩＭにご参加の皆さま始め、会員の皆さまには、大

変お世話になりました。おかげさまですばらしいＩＭとなり

ました。ガバナー補佐として、心より感謝申し上げます。

今後ともよろしくお願い致します。本日の二ノ宮健会員の

卓話を楽しみに拝聴させていただきます。 

 

ＩＭ実行委員長 村瀨高広君 

昨日開催されたインターシティ・ミーティングにご参加の

皆さま、ご協力本当にありがとうございました。皆様のお

かげで無事終わることができました。また、実行委員会の

メンバーの皆さまありごとうございました。花島ガバナーは

じめ、ご参加の方々とても喜んでおられました。佐世保北

ロータリークラブのメンバーに感謝です！！ 

 

二ノ宮 健君 

昨日は、素晴らしいＩＭ開催、皆さまご苦労様でした。オ

ンラインでしたが、良いロータリーの勉強になりました。本

日の卓話担当は、二ノ宮です。テーマは『佐世保と水』準

備に 1 年以上かかった大作です。宜しくお願いします。 

 

小西研一君 

昨日のインターシティ・ミーティングにご参加の皆さま、お

疲れ様でした。村瀨実行委員長のもと、北クラブメンバー

が強い結束力を見せた結果が、この成功を導いたと思い

ます。緒方ガバナー年度に向け、北ロータリークラブの更

なる結束を見せつけましょう！ 

 

永田武義君 

二ノ宮さんの卓話『佐世保と水』珍しい内容を楽しみに拝

聴致します。 

 

福田俊郎君 平石晃一君 富田耕司君 藤井良介君 

古賀新二君 渡会祐二君 松田信哉君 松永祐司君 

小川 寛君 公門新治君 船津 学君 西沢 寛君 

井上隆三君 渥美大介君 戸畑教幸君 早田貴志君 

田中博徳君 内海一洋君 中村祐二君  

鐘ヶ江和重君 野口好太郎君  

昨日はインターシティ・ミーティングにご参加の皆さ

んお疲れ様でした。緒方ガバナー補佐、村瀨実行委員

長、委員会の皆様も準備から大変でしたね、ありがと

うございました。開催出来て本当に良かったです。大

変勉強になりました。 

さて、本日はチャーターメンバー二ノ宮会員の卓話で

す。会員一同拝聴させていただきます。 

 

 

本日の合計 44,000 円 累計 634,000 円 


