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司 会：齋藤高子 副会場監督
点 鐘：眞瀬 悦邦 会長
ロータリーソング「我らの生業」
ゲスト
サンクチュアリ NPO
馬塚 丈司様
RI 第 2620 地区静岡第 5 グループ
ガバナー補佐
鈴木 健一様
同 事務局長
加藤 登弘様
浜松外国人子ども支援会
田中恵子様・服部範子様
会長挨拶

1500 回例会が無事に盛大に終わ
りました。ご協力有難うございま
した。圓歌師匠から御礼の品が届
いており、後ほど紹介します。
本日は鈴木健一ガバナー補佐、
加藤事務局長、お忙しいところあ
りがとうございました。本来なら
クラブ協議会を開き、講評を頂く
のですが、当クラブのプログラム
の都合で変更になりました。
事業計画書にはないのですが、
My Rotary の登録者が当クラブ
16%でどうやら最下位らしいです。
今日の理事会で今後の対応につい
て検討致します。会員増強につい
ては、8 月 2 日に 3 名の入会式を予
定しています。

第１５０１回例会

明日 7 月 20 日は、50 年前にア
ポロ 11 号が月面着陸をした日で
す。先日ラジオで毛利衛さんの話
を聞きました。彼は国家公務員の
試験を受けている最中にアポロ月
面着陸のニュースを聞いて、元々
目指していた宇宙飛行士をあきら
めることはできないと、試験を途
中でやめて宇宙飛行士を目指した
ということです。決断力がすごい
と思いました。
2050 年には人口が 100 億人にな
るそうです。エネルギー、食糧な
ど様々な問題が起きてくると予想
されます。今日、馬塚さんより人
間の出したごみで海がすごく汚れ
ている、動物も疲弊している話を
して頂きます。今日の話は 9 月 21
日に行われる海洋プラスチックご
み拾いの前座講座です。地球規模
で話を聞いていただきたいと思い
ます。
幹事報告
☆内山義之 副幹事

・配付資料 ロータリーの友
事業計画書
会員手帳
会費請求書
・The Rotarian ルームにあります
・ガバナー月信は各テーブルに
・例会終了後、理事会があります

週報 NO. ２
元 交換留学生あいさつ

☆木下魁人くん
2017-2018 年度にドイツのベルリ
ンから来ました。生まれも育ちもド
イツで、日本人なのに日本の文化を
知らないので、日本を知るために留
学しました。この度は両親と共にホ
ストファミリーと中 RC に里帰りし
ました。

ガバナー補佐ご挨拶
☆鈴木健一 ガバナー補佐
今日は要点だけお話します。
昨年、当地区では分区再編が行わ
れ、天竜川以西の 11 クラブが静岡
第 5 グループとなりました。昨年の
神谷ガバナー補佐が各クラブと協
議してレールをひいてくださった
ので、今年は楽になりました。
安間ガバナーは大月 RC を皮切り
に現在静岡県東部を回っています。
思ったより大変だというメールが
来ました。私としては安間ガバナー
の事業計画方針が順調に進むよう
お手伝いすること、神谷Ｐガバナー
補佐の始めた事業を更に進めて、第
5 グループの親睦と結束を目指すこ
とをしていきたいと思います。
浜松中 RC は浜松 RC が親クラブと
なり、1988 年創立されました。

浜松 RC は東 RC も設立しています
ので、中と東は兄弟になります。
今年度のマローニーRI 会長は思
いきった改革を打ち出していて、
今年度のテーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」です。
安間ガバナーは小さな体で大き
なジェスチャーを交えながらはっ
きりとしたスピーチをします。ガ
バナーからの方針が 10 項目ありま
す。IT 活用の推進、既にガバナー
月信が HP にアップされ、電子版が
配信されています。QR コードが付
いていて動画を見ることができま
す。また、My Rotary への登録をぜ
ひお願いします。第 5 グループは
トップですが、地区としては平均
50%を割っています。80%目指して
頑張って戴きたいと思います。
クラブ戦略計画については、ロー
タリーの 5 年先、10 年先をイメー
ジして自分のロータリーの行く方
向を定めて頂きたいと思います。
米山梅吉記念館は今年 50 年とな
り、古くなった空調や給排水など
の設備を修理するのに 1 億円かか
るそうです。この記念館の 50 周年
事業に、ぜひご寄付を頂きたいと
思います。
また、規定審議会ではメーキャ
ップがその年度の末まで OK となり
ました。しかし、従来通りとする
クラブが多いようです。クラブで
決めていただいて結構です。

☆中村幸浩 親睦副委員長
夏の家族会の案内が行っている
と思いますが、8 月２日までに御返
事をお願いします。
来年 6 月のホノルル国際大会へ
の仮申し込みは 7 月 25 日に締め切
ります。その後正式なご案内を致し
ます。

寄付金贈呈

＊浜松外国人子ども支援会へ中 RC
より 10 万円寄贈

他民族、多国籍をつないでいるロ
ータリーと同じように私たちも世
界をつなぐ小さな若葉を育ててい
ます。その子たちのためにこの寄付
を使わせて頂きます。どうもありが
とうございました。
スマイル

♪眞瀬悦邦さん
1500 回例会お疲れ様でした。改
めて 1 年間宜しくお願い致します。
♪鬼頭秀行さん
華々しく幕開けした眞瀬年度の
前途は大変明るいと思います。本日
は浜松外国人支援協会へ前年度の
委員会報告
繰越金よりささやかな寄付をしま
す。
☆川井啓介 会員増強委員長
♪中山和彦さん
今 月 は 会員 増 強 を行っ て い ま
眞瀬会長にスマイルします。
す。今年度の増強目標は 6 名です。 ♪佐藤芳一さん
ご協力をお願いします。
我が家に 2 回目のツバメの巣が
できました。次々に子どもが落ちて
死んでいき 1 羽だけ残りました。オ
スがえさを運び、徐々に大きくなっ
ています。すさまじい生態です。
♪川井啓介さん
眞瀬・渥美年度のスタートおめで
とうございます。眞瀬会長は私の

会長年度の幹事でした。渥美幹事と
もども楽しい運営をしてくれると
思います。期待していま～す。因み
に明日 7 月 20 日は私の誕生日で
す。
♪竹山英夫さん
1500 回記念ではホテル九重ご利
用ありがとうございました。今後と
も舘山寺温泉を宜しく御願します。
そして眞瀬年度を皆で盛り上げて
行きましょう。
♪中村将義さん
8 月 24 日に夏の家族会がありま
す。ご家族お誘い頂き多数ご参加く
ださい。お待ちしています。
♪峰野好正さん、齋藤高子さん
竹内公一さん、山下善彦さん
妻鹿政光さん、山本遼太郎さん
SAA6 人全員揃いました。1 年間
この重量級のメンバーです。期待し
てください。

ついたのは、海岸でごみをまとめて
いる人をよく見たからです。ごみを
ゼロ プロジェクト」
持って帰りたくないけど、海に流し
たくもないのだろう。だから、ごみ
≪馬塚 丈司様≫
箱を設置すれば、拾ってくれるかも
しれないと思ったのです。設置にあ
たり県知事の許可を取りましたが、
県も市も互いに相手が拾うべきだ
と主張し、ごみ箱は「置いてくれる
な」というのです。やっと市が折れ
て、県も置かせてくれるようになり
ました。しかし、市は「サンクチュ
アリ NPO が拾うのだから法人ごみ
今、ツバメが巣から落ちてしまう
で、有料で引き取る」と言うのです。
という気になる話を聞きました。私
民間がボランティアで拾った場合
が初めにやったのはツバメです。ツ
は市は無料で引き取っているので、
バメは先に生まれたヒナがえさを
それと同じです。このごみ箱の占有
たくさん食べるために後から生ま
許可を県から取っていて、その税金
れた小さいヒナを落とします。野生
を払っています。ごみは 2 週間に一
生物は残酷なところがあります。
度、分別しています。毎日拾ってい
さて、数年前から「マイクロプラ
るのですから、遠州灘海岸が奇麗だ
スティック ゼロ プロジェクト」を
というのは当たり前です。でも漂着
始めました。全国で講演会も行って
するごみ、捨てられるごみ、埋まっ
いますが、この言葉はわかりにくい
ていて出てくるごみがあります。
こともあるようです。
「サンクチュ
分別作業をすると、プロスティッ
アリ」も覚えにくい言葉です。でも
クボトル、魚網など色々あります。
一度覚えたら忘れないです。
「サン
子どもたちにごみを捨てさせない
クチュアリ」とは聖域のことで、浜
教育をしていかないと大人になっ
松に野生生物が安心して暮らせる
ても捨てます。
場所を作ろうということで始めま
ペットボトルが多いので、最初置
した。
いていた自販機を撤去しましたが、
私たちは毎日、海岸でごみを拾っ
それでも減りません。再び自販機を
ています。以前は県と浜松市が重機
設置して、その横にデポジット機を
でゴミ拾いをしていました。ですか
置きました。サンクチュアリのペッ
ら、皆さんが行くと海岸は奇麗にな
トボトルにはバーコードが付いて
っていたのです。でも私たちはショ
いて、デポジット機に入れると 10
ベルカーが穴を掘って、そこに自転
円戻ってきます。13 年続けていま
車でもなんでも入れて燃やしてい
すが、海岸に私たちのバーコードの
るのを見ました。こんなことをして
ついたペットボトルは落ちていま
もよくありません。行政に抗議をし
せん。将来、デポジット機の設置を
て、止めてもらいました。その代わ
義務付けるリサイクル法の改正を
りに始めたのが皆の手でゴミを拾
考えています。
う「ウェルカメクリーン作戦」です。
プラスティックは私が子どもの
1990 年から続いています。
頃にでき始め、最初は高価なもので
1988 年、世界最大のカメである
した。マイクロプラスティックは 4
オサガメが遠州灘海岸に打ち上げ
ミリ以下のものを言います。元々洗
られました。解剖したところポリ袋
顔料や歯磨きの中に入っていたり、
が 36 枚出てきました。日本にいな
大きなものが紫外線で細かく壊れ
いカメから日本の菓子やパンの袋
たり、フリースなどの化学繊維もそ
が出てきたのです。また、アオウミ
うです。海岸には形のあるものやペ
ガメからもプラスティックがたく
レットがあります。
さん出てきました。海の生物が大量
マイクロプラスティックはまず
のごみで死んでいるということが
プランクトンが食べ、それを魚が食
わかりました。
べ、人間が食べます。小魚を食べる
このプロジェクトではごみ箱を
とプラスティックを食べることに
海岸に設置しています。設置を思い
卓話「マイクロプラスティック

なります。それは便で排出されます
が、危険な化学薬品が体内に残る可
能性があります。最近は植物性のプ
ラスティックに変える考えもあり
ますが、森林破壊などの心配があり
ます。対策としてはできるだけ早く
回収することです。こういうことを
やらない限り私たちは危険にさら
されています。
35 年前、深海魚のお腹からおに
ぎりの袋が出てたのを写真に撮り
文にしました。県の道徳の本に載せ
ているので子どもたちは良く知っ
ています。
私たちができることは、できるだ
けプラスティックを使わない、ゴミ
拾いに参加する、ポイ捨てを止めて
リサイクルする。海に関心を持つ。
私たち海に何回いくでしょうか。こ
ういう人がもっと増えることを期
待します。
子どもたちには風紋の浜を残し
たいです。ヒバリ、コアジサシ、ス
ナガニやハマボウフウ、コウボウム
ギなど海辺にしかない海浜植物が
貴重です。
絶滅危惧種、国際的保護動物、浜
松の文化財であるアカウミガメが
危機に瀕しています。34 年やって
いますが、守りきれません。子カメ
が一匹 40 万で売られています。卵
は 1 個 1 万円、
カメは 4800 万です。
県では取ると 100 万の罰金です。
私たちは保護柵の中で卵を保護し、
海へ返しています。カメは紫外線に
向かって進みます。ですから夜間に
灯りが明るく灯っていたら海に変
えることができなくなるでしょう。
卵から生まれたカメは黒潮にのっ
て 20 年後にまた戻ってきます。浜
昼顔がさき、ウミガメが安心して卵
を産める、きれいな海岸を残す社会
にしたいと思います。
≪出席報告≫
出席報告≫
マイ クアン リンさん
会員数
４８名
３０名
出席者数
出席算定会員数
４４名
出席率
６８．１８％
前々回出席者数
４２名
前々回出席率
９１．３０％

