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　みなさんこんにちは。本日は沼津柿田川ロータリーク
ラブ35周年実行委員長の太田様に柿田川の水保全に
ついて卓話していただきます。太田様よろしくお願いいた
します。
　9月の12日に沼津柿田川ロータリークラブ35周年記
念式典に出席させていただいた際に記念事業として行わ
れました米山奨学生との柿田川奉仕作業についてのお話
を聞かせていただきました。大変素晴らしい活動内容で
したので是非沼津クラブにて活動についてのお話をして
いただければとお願いしたところ、お忙しいにも関わらず
快くお受けいただきました。
　米山奨学生との柿田川奉仕作業は静岡新聞にも掲載
されました。第2580地区との合同の事業で奨学生30名
を含め総勢約100名の人たちが参加し、外来植物の除
去作業を行い、柿田川の自然や環境保護についてもみ
なさんで学んだとのことです。また障害福祉サービス事
業所のあしたか太陽の丘クリエート太陽のみなさんが製
作された木製テーブルベンチも寄贈されたとのことです。
　沼津クラブも長年、千本公園の清掃活動等から千本
公園の維持ならびに千本松原の保全活動も行ってまいり
ました。柿田川ロータリークラブ様の活動内容を参考に
させていただき、今後の活動に生かしていきたいと考え
る次第でございます。
　今後も親子クラブとして柿田川公園と千本公園の奉仕
活動を協力し継続できればと考えております。メンバーの
皆様の多くの参加および協力をお願いいたします。

ゲスト  太田　昭二様（沼津柿田川）

ビジター  影山　桓義君、奈良橋　篤君（沼津北）

他RC出席  實石君・三好君（10.5沼津柿田川）、實石
君・三好君（10.6沼津北）、野際君（10.7
三島）

欠席者（10名）
髙地君、楠木君、峯村君、大村君、
大和田君、清君、鈴木君、内村
君、内山君、山口君
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10月16日（金）
　会員卓話　マイナンバー制についての話
 会　員　　大村　愛美君

配偶者誕生日　渡邊佐和子様（洋二郎君）
　　　　　　内山真由美様（義郎君）

10月23日（金）
　補助金プロジェクト「未来の夢計画」贈呈式
 ロータリー財団委員長　　吉野　聖一君

森　藤君…太田様、本日よろしくお願いいたします。
奥　村君…千本公園内に酷く散乱していた松の枝
葉がすっきり片付き、爽やかな朝の奉仕に感謝しま
す。
大　村君…10/4の千本、駅前花壇の清掃には22
名の方がご参加いただき、ありがとうございました。
おかげできれいになりました。次回もご協力お願い
します。
向　坂君…なんとなく。明日の天気が良いように…。
積　君…太田さん卓話楽しみにしています。よろしく
お願いいたします。

１．例会変更のお知らせ
　御　殿　場…10/22（木）は例会場変更
 ＠名鉄菜館
　富 士 宮 西…10/23（金）は10/26（月）夜間例会
　　　　　　　　　　　＠パテオン、富士宮ＲＣ
 （ホスト）の合同例会
　　　　　　　10/30（金）は夜間例会
　富　士　宮…10/26（月）は夜間例会
 ＠パテオン、2クラブ合同
２ ．10/10（土）静岡第3分区第3回会長幹事会
　⇒森藤会長・清幹事　2名出席予定。
３ ．沼津ＲＣ 2016年1月 例会変更のお知らせ
　ポストイン
　⇒1/18（月） 沼津4ＲＣ合同例会＠沼津リバーサイ

ドホテル・夜間例会18：30点鐘
　⇒1/22（金）振替休会　例会はございません

　柿田川は清水町のほぼ中心部を南北に流れる狩
野川水系の一級河川。全長は約1.2kmで日本で最
も短い一級河川です。富士山周辺で降った雨水や
雪解け水が地面にしみこみ、地下水となって湧き出
してできたものです。富士山全体の地下水の量は、
一日あたり約450万㎥（およそ25mプール2,000
杯分）。この一部が湧き出しているのが柿田川です。
東洋一の湧水量と言われており、柿田川の水は水
道水の種別では一級にあたるきれいな水です。
　柿田川の水温は年間を通じて15℃前後と一定で、
夏冷たく冬暖かいという特徴を持っています。また、
流量も年間を通じてほとんど変化がなく安定してい
ます。柿田川合流後の狩野川では、水質の向上や
水温の変化が見られ、狩野川の水環境も良くなって
います。晩秋に狩野川のアユが産卵のため大量に
柿田川に入ってくるのも、きれいで暖かい水が狩野
川に流れ込んでいるためだと言われています。柿田
川が普通の川に比べ水量や流量が安定しているの
は、富士山の湧水を水源としているからです。この
安定した水環境が柿田川の多くの生物を育んでい
ます。柿田川の水は、水質が良く水量が安定してい
ることから飲料水、工業用水、農業用水として利用
されています。飲料水は静岡県東部の3市3町（沼
津市、三島市、熱海市、清水町、長泉町、函南町）
に給水され、42万人の飲み水となっています。一
日の湧水量100万㎥のうち、飲料水に約20万㎥、
工業用水に約10万㎥が利用され狩野川に流れ込
んでいるのは約70万㎥となっています。
　35年前、清水町を中心に沼津東ロータリークラ
ブとして創立されましたが、地元の宝である柿田川、
この柿田川に何をすべきか、何ができるかを考え、
この素晴らしい柿田川を守るためにちょうど10年前、
創立25周年に沼津柿田川ロータリークラブに改名
しました。そして35周年記念事業として第2580地
区、第2620地区合同「米山奨学生との柿田川奉仕
作業」・柿田川の外来種「オオカワヂシャ」駆除・公
園内の外来種「トキワツユクサ」駆除を実施しました。
　私たちができることは、清掃するとかベンチを贈
るとかではなく（それはそれで大事で続けていきます
が）柿田川の成り立ちの歴史や仕組みをしっかりと
学んで理解し、柿田川の存在がいかに地域住民に
とって重要なもの、かけがえのないものと認識して
心の中にとどめておくことです。そうすることで、柿
田川を守り育てることが自然に湧き出てくるものと私
は確信しております。

柿田川水保全について
　　　沼津柿田川ロータリークラブ
 太田　昭二様

卓話 沼津ロータリークラブ
親睦ゴルフコンペ

　今回のゴルフコンペには12名の参加をいただき
ました。優勝は吉野君、準優勝は山口和也君（沼津
北）という結果になりましたが、順位にかかわらずゴ
ルフを楽しみ、相互の親睦が深まったかと思います。
　参加者の皆様、お疲れさまでした。

 参加者 　 勝呂君、實石君、三好君、内田君、
杉山君、吉野君、峯尾君、森藤君、
大友君、塚本君、渡邊（洋）君、山口
和也君（沼津北）

杉山哲男君が
エイジシュートを達成しました。
おめでとうございます！

ロータリーの標語　超我の奉仕
Service above Self

2015.10.11（日）　於：三島ゴルフクラブ
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