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皆さんこんばんは、本日は今年度草加松原ロータリ
ークラブとしての 3 つの柱の事業の一つであります草
加環境マップ制作についての話を環境協会・市役所
の方からしていただきまして事業の展開をしたいと考
えております。今年度のＲＩ会長イアン H.S. ライズリー
氏は、今年度は環境にやさしいことをしましょう。一人
1 本の植樹をしましょうという事がＲＩテーマでございま
す。我々草加松原ＲＣとしましてもＲＩ会長の意向に則
った形で環境問題を取り上げて一つの事業を今年度
させていただいております。その中で今日の環境マッ
プ作りと植樹の場所を提案していただければ大変あり
がたいと思っております。本日は卓話を宜しくお願い
致します。
そして 9 月 16 日、我々のメンバーであります会田小
弥太さんが「瑞光単光章」を受賞したという事で我々
の仲間で参加をさせていただきました。参加していた
だきました皆さんはご存知と思いますが、盛大に会田
さんのお祝いをさせていただきました。草加松原ＲＣと
致しましても発起人の一員に加わりまして受賞を祝福

することができました。
翌日の 17 日は、米山奨学生の地区の事業で「キャ
ンベルホーム」に施設慰問事業がありました。こちらに
は二階堂会員がカウンセラーとして锡林高娃さんと一
緒に参加していただきました。詳しい話は二階堂会員
から報告があると思います。
9 月 22 日～24 日、地区の日韓親善 30 周年式典が
ソウルで開催されます。こちらには飯山幹事・会田会
員・加藤(修)会員・佐々木ガバナー補佐と私の 5 名の
参加になります。帰国しだい例会で報告させていただ
きたいと思います。本日もよろしくお願い致します。

幹事報告

飯山英彦 幹事

皆さんこんばんは、幹事報告させていただきます。
＊11 月 14 日の例会は地区大会に振替となっており
ますが、フィリピンマリキーナイーストＲＣから 12 名
の方が日本に来日され、例会に出席したいとの打
診がございましたので、予定を変更し 14 日に行い
たいと思いますので宜しくお願い致します。
＊地区大会は 11・12 日に行われますが皆様にご参
加いただきたいのは 12 日浦和文化センター大ホ
ールです。詳しくは後ほどご案内させていただきま
す。宜しくお願い致します。
＊毎週の例会案内でもお知らせしておりますが、ガ
バナー公式訪問例会が会場の都合により 11 月 27
日（月）になりますので予定にいれていただきます
ようお願い致します。
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例会日：毎週火曜日 19:00～20:00
例会場：草加市文化会館
事務局：草加市青柳 8-56-21
TEL/FAX 048-967-5315
PC：sokamatsubara@abelia.ocn.ne.jp

草加環境推進協議会 会長 高橋茂仁様
皆さんこんばんは、只今ご紹介いただきました草加市環境推進協議会会長をさせていただいております高橋
です。本日はお招きいただきまして本当にありがとうございます。草加環境推進協議会は平成１９年に設立され
まして以前は皆さんご存知かと思いますが「綾瀬川をきれいにする会」というのが発展的に協議会になったと聞
いております。現在は行政の事務局のバックアップをいただきながら市民と企業・各種団体、草加松原ロータリ
ークラブさんにも設立当時から物資共にお世話になっておりますことこの席をお借りしてお礼申し上げます。あり
がとうございます。
また今回は、大変ありがたいお話をいただきました。私達はボランティアでやっておりますものですから、お金
に余裕がなくて色々な活動に制限がされておりますけれども、以前から草加は観光などに市をあげて活発にや
っておりますが環境面から見たマップというものが一般市民向けにはなくてできたら良いなと常々考えておりまし
た。今回このお話をいただいて、渡りに船でございまして草加を訪れる皆さんや草加市民の皆さんがたに少しで
も多く配れたらと考えておりまして、自分達で作って印刷も自分たちで行い、たくさん作って多くの方にみてもらい
たいとの願いでございます。
内容的には今日一緒に参りました副会長の菅さんが先頭に立って企画しておりまして大枠は出来上がってま
いりましたので菅さんの方からご説明させていただきます。これからも草加の環境をよくするために我々も頑張り
たいと思いますので、草加松原ロータリークラブの皆様にも益々お力をいただきまして素晴らしい町にしていきた
いと思います。最後になりますが草加松原ロータリークラブさんの益々のご発展とご参会の皆様の企業の発展、
皆様のご健勝を祈念いたしまして簡単ではございますが挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございま
した。

草加市環境課 富岡由紀子様
皆様こんばんは、環境課長の富岡でございます。本日はこのような素晴らしい会にお招きいただきましてあり
がとうございます。私ども環境課は今会長がご挨拶されました草加環境推進協議会と一緒に「人と自然が共に
生きる町草加」を目指してイベントや事業を行っています。草加松原ロータリークラブの川井大輔さんには大変
お世話になっております。いつもありがとうございます。
今会長も言っていたように環境推進協議会１０周年に当たるこの年にロータリークラブさんから多大なる寄付を
いただきましてお陰様で環境マップ・植樹ができることになりましたこと本当に感謝しております。植樹の場所に
ついてはみどり公園課の方と調整をしているところです。決まりましたらまたご報告させていただきたいと思いま
す。本日はありがとうございました。これからも宜しくお願い致します。

副会長 菅 藤男様
皆さんこんばんは、草加菅亜興推進協議会自然部会の部会長も務めさせていただいております菅と申しま
す。宜しくお願い致します。
私事ですが来年になりますと草加に引っ越してきまして５０年になります。ですから草加で生まれた方とほぼ
変わらないのではないかと思います。皆さん幼い頃は伝宇川や綾瀬川・葛西用水で水遊びをされた方がたくさ
んいらっしゃると思います。
草加の自然もだいぶ開発に至り、色々な生き物が少なくなってきております。ここにのせてある写真はまだま
だ我々がその気になれば身近に見られる生き物ばかりを集めて見ました。
今日はこの生き物たちをどこに行けば出会う事が出来るのか、このような
生き物を守って次の世代の子ども達に引き継ぐにはどうしたらよいかを言う事
を念頭に置きながら「そうか生き物マップ」自然と生き物についてコンパクトに
まとめたものを作ろうと頑張っております。まだまだ検討の段階です。究めて
大まかな話になると思いますがその一環をお話しさせていただければと思います。
≪生き物マップの事例≫
草加だけでなく、今生き物マップを作ることはあちらこちらの自治体で皆さんそれぞれの思いを持って作ってお
ります。日本国中の自治体で色々な思いを持って自然を何とか残したいとの思いでいます。
草加だけでなく、日本全国で自然を残すにはどうしたら守れるのかという事を思案しています

≪生き物マップづくりの背景≫
・環境教育
小中学校の出前授業
小中学校で自然を大切にしよう・生き物を大事にしようとのお話をさせていただくのです。その時の研究材料資
料として皆さんに活用していただけるようなマップを作れなか！
・自然観察への関心
中高年の参加者増加
第一線で働いていた方がリタイヤをして年配の方々が趣味で身の回りの自然を一生懸命勉強したい、写真を撮
ったり、植物の名前を覚えたりと非常の多くの方がやられています。自然観察会を開きますと今まで忙しくてで
きなかった方が、時間が取れるようになったからとたくさんの方が参加されます。その時の入門的な資料、草加
の自然はどうなっているか、どのような生き物に合えるのかの参考資料として！
・生物多様性地域戦略
平成３０年まで策定
色々な生き物がどんどん少なくなってきている。地球規模で生き物が減っていく事を食い止めようと日本も生物
対応性の国家戦略を作り、各自治体で生物対応性地域戦略を作るようなことを取り組んでいます。
これは法律で平成３０年までに生物対応性地域戦略を作ることが目標になっておりまして、草加市環境課を中
心に草加戦略を来年までに作るという事で頑張っています。私どももそれに協力したいと思っています。
・身近な自然や生き物との「つながり」を知って、
の自然がもっと好きになる！
「草加の自然マップ」は平成１５年頃に作られたものはございます。過去には
このようなもの諸先輩が作って自然を守る活動をされていた。
身近な自然や生き物とのつながり、これを身をもって知り私たちのふるさと草加を
もっと好きになってもらえればよいなとマップ作りをしています。
これは平成２６年３月３０００部を発行し、草加市内の小中学生に配布
・草加の自然って何ですか？
・どこに行けば生き物に
合えるのですか？
問いかけに合わせて作った
ものです。
これを作ったのは草加市ではなく
て埼玉県生態系保護協会草加
八潮支部で私どもも属しており
ます HPO です。
草加街つくり応援基金の助成を
受けまして出来ました。
このようなものを念頭におきましてマップを作りたいと思います。
珍しいものばかりではなく、身近なもの、名前がわからないものなど、見てもらえばわかるように載せてあります。
絶滅危惧種、草加にもまだあります。このようなものがなくならないよう、守っていかなくてはいけないという事でこ
のような守る活動にご協力いただきたいと思います。このようなものを作った経験を踏まえて「生き物マップ」を作り
たいと思っています。

≪新「そうか生き物マップ」案≫

–
–
–

概要
特徴・掲載内容
• 対象は中学生～一般向け
• 実際に生き物を見に行けるように、どんな生き物がどこで
みられるか、地図上で紹介します。
• ＜表面＞市内に生息する生き物の生息地域を地図で紹介。
• ＜裏面＞市内で観察できる主な生き物を紹介。
規格 Ａ２サイズ、カラー印刷
発行部数 ５０００～６０００部
作製工程
発行１２/20
原稿～10/31、校了 11/15、印刷発注 11/20

• 配布
– 開始
• ２０１８年１月予定
– 場所
• 市役所（環境、広報など）
• 市公共施設
• その他
• 活用方法
– 市開催行事（自然観察会など）
– 環境教育（市内小・中学校）
– 市のホームページ
– その他
みなさんにアドバイスいただき、念頭に置きながら一生懸命マップ作りをしています。皆さんに親しめるものにした
いと思います。

米山奨学生合同奉仕活動について

二階堂祐司カウンセラー

17 日(日曜日)、井橋パストガバナーが経営しております介護老人福祉施設
「キャンベルホーム」に米山奨学生と共に慰問に行ってまいりました。
連絡ミスで奨学生には連絡があったものの、クラブには直前の連絡だったため
私を含めカウンセラー・会長など 5・6 名しか来ており
ませんでした。奨学生の皆さんはきれいな民族衣装
を着ており、本当にきれいでした。
自分達の国の民族衣装を、誇りを持って着ていると
感じました。锡林高娃さんは本当にきれいでした。
機会があったら是非皆さんに見ていただきたいと
思いました。色々な面で準備不足を感じ、多少の
不満もありましたが、きれいな民族衣装が見られ
楽しいひとときでした。

草加環境と暮らしフェアーについて

川井大輔会員

毎年この時期に未来の子ども達に私たちができる事をテーマに環境フェアーを
開催しています。今までは中央公民館で開催していましたが、今年はもう少し
広げていこうという事で、アコスホールで開催をいたします主催は環境推進協議会と
消費者団体の方と共同で開催致します。ぜひ皆様方のお孫さんを連れてきていただき
自然に環境問題を考えることができるようなプログラムをたくさん用意していますので
是非お越し下さい。皆様方の事務所等に PR のポスターを掲載していただきたいと思い
ます。帰りにお持ちください。宜しくお願い致します。

会田小弥太氏瑞光単光章受賞祝賀会

９月 19 日
金額

ニコニコＢＯＸ

23,000 円

９月 19 日
会員総数
40
出席免除
5
出席適用
35
富永

累計

223,500 円

出 席 報 告
出席
１7
ＭＵ
3
出席率
58.82

９月１６日（土）浅草ビューホテルにて祝賀会が盛大に開
催されました。
草加松原 RC
からも多くの
方が参加され
まし
た。

悟会長 草加市環境推進協議会高橋会長、菅副会長、市民生活部環境課 富岡課長、伊藤主幹卓話あり
がとうございます。我々としてもプロジェクトに取り組めて大変ありがたく思っております。
飯山 英彦幹事 環境マップ卓話ありがとうございました。
会田小弥太会員 16 日の叙勲祝賀会には多数の会員の皆様の出席をいただき大変ありがとうございます。感謝
いたします。
牛山 信康会員 あれから 30 年、伊藤さんと一緒に草加市民まつりで活動して早くも 30 年。今日はようこそい
らっしゃいました。
川井 大輔会員 先日は会田会員叙勲祝賀会盛会でした。改めて祝意を表します。本日は環境推進協会高橋会長、
菅副会長、草加市環境課富岡課長・伊藤様ようこそお越し下さいました。卓話宜しくお願い致
します。
河井 孝夫会員 草加市環境課長の卓話楽しみです。
勝浦 雅和会員 昨日ゴルフに行きました。練習の成果が見られません。明日もゴルフに行きます。
加藤 芳隆会員 今日は環境階の方々の卓話を興味深く聞かせていただき、ありがとうございました。
関
洋会員 会田さん心からおめでとうございます。草加市環境推進協議会の話ありがとうございます。私
の家の周りはみんなに嫌がられるヘビ(アオダイショウ)が住んで除鼠をしています。2 階のベ
ランダに出てきます。
高橋 昌夫会員 先週はお休みしてご迷惑をおかけしました。今日は「環境マップ」勉強させてもらいます。
田中 和郎会員 草加環境マップについての卓話宜しくお願い致します。
二階堂祐司会員 先週初めてＲＬＩに参加してきました。知らないことばかりでしたが他の皆も知らなかったよ
うでしたので少し安心しました。
長谷部健一会員 草加市環境推進協議会の高橋茂仁会長・菅副会長そして草加市環境課の富岡様・伊藤様本日は
卓話宜しくお願いします。
森
勇一会員 昨日の夜までフィリピンにいました。漸くフィリピン現地法人登記が完了しました。皆さんフ
ィリピンにお越しの際は一声おかけくださいませ。
山崎 秀美会員 草加市環境推進協議会会長 高橋茂仁様、副会長 菅藤男様、草加市環境課課長 富岡由紀子様、
伊藤 然様ようこそ
来栖 勝行会員 金曜～月曜でタイのバンコクに行って来ました。経済発展を感じてきました。

