
 

 

  

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

◆ お客様   

  埼玉県生態系保護協会   加納正行様 
    青少年交換留学生      マグナス・トレンカー君 

ホストファミリー         豊嶋 淳志様 

◆ 会長あいさつ          飯山英彦副会長 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

１１月２０日の例会記録 

 

 皆さんこんばんは、本日は森会長が仕事でマニラ

の工場に行っているので代わりにあいさつをさせてい

ただきます。 

 先週、我々の業界でセミナーがありました。話の内

容は「不動産と政界」という事で不動産の世界と政治

の世界ということで、講師を招いてしていただきまし

た。講師は昔よくテレビに出ていたと思うのですが「大

下英治さん」と言いまして、田中角栄の側近などの話

でした。この方は、週刊文春の記者から独立されて、

色々なスクープを連発した記者で田中角栄の金庫番

や秘書と好意で色々なことを知っていた。戦後の田中

角栄の時代の政治と不動産、もしくは建設業界、日本

がどのように成長していったかという話を聞かせてい

ただきました。話の内容はこのような切り口からはじ

まり最近の政治の世界もよくご存じの方なので小泉さ

んの話や財界の方の裏話など、ご自分で直接取材さ

れた内容という事で非常に興味深く引き込まれ、本来

は3時から4時の予定でしたが皆さんが引き込まれも

う少ししてという事でここだけの話という事で色々な話

を聞き結局は 5時 30分くらいまで 2時間 30分くらい

話をしてくれました。 

 

第３１６回 例会 １１月２７日草加市文化会館 

会 長：森  勇 一 

幹 事：二階堂祐 司 

 

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 

国際ロータリー第 2770地区第 9グループ 

草 加 松 原 ロ ー タ リ ー ク ラ ブ  

 ２０１8‐19 年度  国際ロータリーのテーマ  インスピレーションになろう 

 

皆が拍手をすると喜ばれ、もっとしましょうかという事

になり、色々な裏話を聞きました。最後は芸能界の裏

話など戦後の日本が高度成長してきた話の裏側など

を聞かせていただきました。我々は非常に興味を持っ

て聞いた次第でした。私が小学校時代に良くやってい

た世代の話でしたので今聞きましてそういう事だった

のかと理解を深めたところでした。 

 機会がありましたら「大下英治さん」の本が約 170作

あるそうですのでご覧になっていただくと良いのでは

と思いました。私も昨日 3冊購入しました。まだ読んで

いませんが時間がある時に読んでみたいと思いま

す。田中角栄さんは亡くなりましたが、過去の首相を

懐かしがるという事ではないですが、もし田中角栄だ

ったらと言う例えが話の中でよく出てきた。他の首相

の話は出てこなかった。その人との人となり、田中角

栄さんはどんな人だったのか、亡くなってかなり立ち

ますがここまで愛される、ある人からは疎ましく思わ

れる。未だに語りつくされる人物はどういう人なのかと

私も興味深く、知ってみようか、迫ってみようか、その

中で吸収できるものがあればという事で感銘を受けた

ところです。ありがとうございました。 

 

＊＊本日のプログラム ＊＊ 

開会点鐘         幹事報告 
ロータリーソング    委員会報告 
四つのテスト          ＳＡＡ報告 
お客様紹介         出席報告 
会長挨拶         閉会点鐘 

卓話 2770 地区Ｒ財団  
資金増進委員長 早船雅文様 
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 私は埼玉県生態系保護協会 草加八潮支部長をしております加納でございます。宜しくお願い致します。 

はじめに特定外来生物「クビアカツヤカミキリ」の草加に被害の現状と私達が取り組んだ話をさせていただきます。 

 最初に、私たち埼玉県生態系保護協会の事を少しだけ紹介させて頂きます。 

私たちは（公益財団法人）埼玉県生態系保護協会に属しており、ボランティアで構成された草加・八潮支部です。 

私ども協会は、自然と伝統が共存する持続可能な社会の発展に寄与することを目的にして、子供たちがいきいきと

輝く、自然と伝統が共存した持続可能な地域づくりを目指して、動植物の 

調査やまちづくり・環境教育・指定管理・トラスト・いろいろなイベント・講座などを 

行っております。 

私たちの支部としての活動は、身近な自然の観察会・自然工作教室・学校出前 

講座・調査・ビオトープ維持管理作業・外来種駆除活動・希少植物保護活動・ 

町会河川清掃参加・環境審議会（草加市・八潮市）・草加環境推進協議会などを 

通じ、身近な自然の大切さや、未来の子供たちにとって必要な環境というもとを 

訴え、身近な自然を守るための様々な提案や行動をしています。 

私達の協会では埼玉の身近な自然を守るため、こんなことをしております。 

いろいろな調査・研究や自然環境の講座・朝日新聞と共催して「私たちの自然を守ろうコンクール」行っているほか、

トラスト活動として「埼玉の水源地を守るための水のトラストやおおたかの森トラストなど、また百名山の両神山のナ

ショナルトラストなどを、多くの皆さんにご協力いただいて 1690ｈａを取得しております。また、埼玉県か自然学習セン

ター・荒川大麻生公園の指定管理者となり、自然を残しながら学習の場所を管理しています。 

支部の活動は、草加・八潮を中心とした地域の自然を将来の子供たちに少しでも良い状態で残したいとこのような活

動をしております。市民と野鳥観察会小中学校出前講座、外来種クビアカツヤカミキリ駆除活動、公聴会での公述

や自然を守るための行政へ意見・提案、ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ管理作業、自然観察と自然工作教室、動物植物調査、希少植物な

どの保全・保護活動 、このｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘは 2013年今から 5年前葛西用水で行われた稲荷小の観察会時に 3年生

の児童が私のところへ見たこともないカミキリを持ってきたのが最初でした。 

葛西用水の青柳堰上流が一番目でした。2 例目３例目は幼虫の食べかすフラ

スが見つかりこの年伐採してもらいました。最初に見つけられたカミキリは、中

国などを原産としているクビアカツヤカミキリと同定され、中国をはじめとし    

てバラ科の樹木に多大な被害を当てえている厄介な昆虫だと判明.私共協会で

は風評を恐れて公表すべきか否かを検討した結果、この虫が自然生態系に入

ったら大変なことになるということでプレスリリースをしました。イギリスの BBC

テレビでも花見がピンチと紹介されました。世界では自然分布の中国、 

朝鮮半島、東南アジア、イタリア、ドイツ、イギリス、アメリカなどで報告されてい

ます。日本では、愛知、埼玉、徳島、群馬、東京、大阪などに分布 

“クビアカツヤカミキリとは” 

〔自然分布〕 中国、朝鮮半島、東南アジア、他。 

〔宿主〕  ・サクラ類、ウメ、モモ、スモモ、カキ、オリーブ、ヤナギ類、ザクロ、 コナラ、クワなど。 

〔形態〕  ・体長 2.9～4cm程度。触角は黒色で、オスは触角が体長より長く、メスは体長と略同じ。 

体全体が光沢黒色、前胸背板は明赤色、側面にとげ状の瘤が一対ある。 

〔生態〕  ・♀1個体の産卵数は 100～300以上、1,000個もの産卵例あり。（森林総研 浦野・加賀谷） 

      ・6～8月、幹や太枝の樹皮の割れ目（老齢木が多い）に産み付け、8～9日後に孵化、 

幼虫は樹木内に穿孔する。生立木が寄主。 

・幼虫は 2～3年樹木内にとどまる。（2､3年 1化生）・孵化した幼虫は活発に摂食しラスが 

 

 

講師紹介  川井大輔プログラム委員長 

加納さんとは十数年来のお付き合いをさせていただいています。私が「綾瀬川をきれいにする会」を立ち上げ

て会長もしました。その当時から加納さんとは親しくさせていただいています。現在は環境推進協議会という草加

市内 30以上の団体が所属している会がございまして、そこで加納さんに色々ご指導をしていただいております。 

今日皆さんにまずご紹介したいのは、今月号の「ロータリーの友」に加納さんが載っています。行田さくらＲＣで

2 回卓話をされています。その内容が載っています。その内容が今日のお話をしていただく「クビアカツヤカミキ

リ」の話です。今大変な問題なのです。桜が存続するかどうかの大変厳しい話です。皆様によく話を聞いていた

だいて、自宅にある桜も含めて外来種の駆除に努める努力をしないと草加から桜が無くなってしまうという話で

す。宜しくお願い致します。 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      目立つようになる。5～9月活発。2～3年目の 6月初旬蛹化、8月にかけて成虫。  

カミキリの被害を見つけるにはフラス（幼虫の糞と木屑の混じったもの）を！！ひき肉状とも、小さなカリ

ントウ状とも草加市では、私共支部とみどり公園課を中心に最初の年から k所活動を開始しました。 

“駆除活動開始（草加市）”  

・草加市環境課（翌年所轄が変更、みどり公園課・くらし安全課）にクビアカツヤカミキリ資料提供と被害

状況報告  関係部署に通達 

・周辺町会へ被害状況説明と駆除協力依頼        ・支部会員でカミキリ補殺駆除活動開始 

・被害木調査約 1,500本（2013-2014）（樹木番号付け）  ・草加市は、被害木を伐採・焼却処分 

・環境省に状況説明とバックアップを要請 

当初適用農薬はなく・用水沿いのため散布は不可 

草加市では、私共支部とみどり公園課を中心に最初の年から活動を開始しました。 

2 年目には全国からマニアが草加へ来ました。クビアカツヤカミキリは大きくて立派なため人気が出て、最

初は一頭 16,000 円の値がオークションでつきました。8000 円で終了したときのものです。葛西用水の被害

木を見るとこのように 2013年以前から被害があったと思われるサクラがありました。駆除への取り組みは。

市と協働して駆除活動、周辺市民への現地説明会、被害木がどの木であるかが分かるように会員による樹木

番号つけ、成虫の飛散防止・駆除用のネット設置、設置されたネットとネット内で捕獲されたクビアカツヤ

カミキリ市や町会の対策最初はこんなことも 注意から警告へ（一部の心無い人へ）駆除としては、脱出口

をふさぐ、産卵脱出亡母ためのｺｰﾃｨﾝｸﾞ剤塗布、薬剤注入、幼虫駆除など駆除薬剤が葛西用水で行われました。

微生物による駆除実験も被害木の伐採 伐根できない時は薬剤注入後シールを文化会館の西側にあったサク

ラは今年 9月 19日伐採されました。伐採後の被害木の処理は厳重に。 

この穴の中に幼虫がいます。薬剤が効かないわけですこんな例も 1本のサクラから 12頭の幼虫が飛散防止ネ

ット駆除 5年の記録です。2014年には 164頭の成虫を駆除 2018年には 96頭。葛西用水ではピークを過ぎた

ように見えますが、周辺で新たに見つかった場所での被害が多くなった。27か所で被害を確認。被害場所の

拡散捕獲された時間帯は 9：00～15：00が主。温度が上がってから。駆除活動のスケジュールです。フラス

を見つけるのは 4月から 10月までが見つかりやすい。」見つける活動の目標は根絶・被害ゼロですが、見つ

ける人・防ぐ人が足りないのが実情です。行政・企業・市民・町会・環境団体などの力が必要です。花見が

いつまでもできるようにお力をお貸しください。このようにならないようにお願いです。 

 

                     

 

 
みなさんこんばんは、きょうのすぴーちは、もうすぐふゆになるので、「オーストリアの 

ふゆについて」すこしはなしたいとおもいます。 

オーストリアで、もっとも、しられているスポーツは、「スキー」です。もう一つにんきスポーツ

は「スノボー」です。 

にほんのふゆは、オーストリアにくらべてあたたかいです。 

あと１しゅうかんで「おきなわ」にいくことを、たのしみにしていますが、１１がつに「せっし 

２０ど」のところにいくのは、とてもきみょうです。ありがとうございました。 

 

ｸﾋﾞｱｶﾂﾔｶﾐｷﾘが被害を及ぼす樹木（サクラ・ウメ・モモなどの所有者（管理者）は国・草加市（みどり公園課・

河川課・スポーツ振興課・教育委員会・その他）幼稚園・企業・私有地など多岐にわたっているため、情報が

なかなかつかめないのが実情です。すべての発生源を絶たないと草加市周辺での駆除は出来ません。 

ぜひ皆様のお力をお貸しください。 

 



 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 20 日 ニコニコＢＯＸ 

金額 17,000 円 累計 329,000 円 

11 月 20 日  出 席 報 告 

会員総数 43 出席 18 

出席免除  7  ＭＵ  3 

出席適用 36 出席率 58.33 

二階堂祐司幹事 埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様今日は宜しくお願い致します。 
飯山 英彦会員 埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様卓話ありがとうございました。 
牛山 信康会員 過日川口の病院でペットＣＴ の健康診断をやったところ、結果が届きました。普段の生活

に注意しましょう程度で心配するような数値は出ませんでした。暫くは好きな酒も飲めてロ
ータリー活動もできそうです。良かったです。 

大久保雄司会員 加納正行様卓話ありがとうございます。 
大塚 嘉一会員 息子(小 6)が学芸会で水戸黄門の「八兵衛」をやりました。一番演技が上手だと思いました。 
川井 大輔会員 加納正行様卓話ありがとうございます。 
加藤 芳隆会員 結婚祝の花（シクラメン）が 11月 15日に届きました。ありがとうございました。 
勝浦 雅和会員 結婚記念のお花ありがとうございます。雇用対策協議会で大宮の陸上自衛隊に行きました。 
        お昼に豚骨ラーメンを食べましたがまずかったです。来週の例会は京都に行っているので休

みます。すいません 
佐々木一男会員 埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様ありがとうございました。 
篠宮 時雄会員 埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様卓話ありがとうございます。 
長谷部健一会員 地区大会はお疲れ様でした。埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様本日は卓話宜

しくお願い致します。 
山崎 秀美会員 埼玉県生態系保護協会草加八潮支部長 加納正行様卓話ありがとうございます。 
渡辺美和子会員 加納さんようこそ、卓話楽しみにしていました。 
横山 正一会員 先週の 9 グループゴルフ、77 のスコアで 7 位に入りました。良い天気に恵まれて楽しい一日

でした。 

Ｒ財団奨学生の報告  長谷部健一カウンセラー 
 ロータリー財団奨学生の高野恭平さんですが、今イギ
リスロンドンで学ばれています。色々と手続に時間がか
かりましたが、10月 3１日に日本財団から当クラブに 4万
ドル（日本円で 448万円）振込がありました。 
高野さんの口座にすぐに振込、届きました、日本に帰国
した際は、お礼に伺いますとお礼のメールも届きました
のでご法くさせていただきます。 

幹事報告       二階堂祐司幹事 
皆さんこんばんは、今日は特に報告はありません

が先日の第 9 グループのゴルフ大会、地区大会の
出席ありがとうございました。地区大会、最後まで残
ったのは数名でしたが、八神純子さんのコンサート
は素晴らしく、あの年になっても声は良くて、青春時
代を思い出し感動しました。 
最後のパーティーの参加は例年より参加者が少

なかったのですが森会長は八神純子のＣＤを当て、
川井さんは海苔が当たりました。楽しい地区大会で
した。 
 

 

 

                                                 

今後のプログラム 
12/4   誕生祝・結婚祝        

      クラブ総会            レセプション 

12/11  会員卓話          レセプション 

12/18  クリスマス例会  ホテルオークラ東京ベイ 

 

 

 

 

 

開催日  11月 27日(火) 

場 所  イーグルポイントゴルフクラブ 

 

 
 

優勝したのは 

どなたでしょう？ 

              山口昭人親睦委員長 
皆さんこんばんは、来週 27日(火)『第 1回森・二階堂

杯親睦ゴルフコンペ』が行われます。多数お申込みい
ただきありがとうございました。予定通り 5 組でスタート
致します。当日は終わってから例会がありますので表
彰式終わらせて例会に向かいたいと思います。 
ＦＡＸいたしましたハンデ表に一部誤りがありました

ので訂正させていただきますので宜しくお願い致しま
す。表彰は今回特別に『森・二階堂賞』をいただきまし
たので使わせていただきます。お天気が心配なので毎
日神棚に手を合わせています。当日派よろしくお願い
致します。 
 

社会奉仕委員会   大塚嘉一社会奉仕委員長 
・今週の日曜日、25 日に 10 時から草加駅前広場で
「福祉まつり」が開催されます。「黄色いハンカチ運
動」を行います。ご協力をお願い致します。 

・12 月 23 日に光輪の家で 9 時から「餅つき大会」を行
います。利用者の方は大変喜ばれますのでご協力
をお願い致します。 

 


