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2020 年 2 月 7 日（金）

鐘】

親松 明 会長

【例会場】

ホテルモリノ

【S .A.A .】

鈴木 豊成 委員

【ソ ン グ 】

S.A.A 委員長 鈴木 豊成

国歌『君が代』 ロータリーソング
『奉仕の理想』

【ゲスト・ビジター紹介】

親松 明会長

◆村上 博様 弁理士
（兼愛国際特許事務所）

２月に記念日を迎えた会員

◆小泉 清様 里山ボランティア会長

【第８回理事・役員会報告】

（早野聖地公園）

親松

明 会長

１．2020-21年度各委員会委員長案

◆米山奨学生 ミカル君

村上 博様

蓬田次年度会長より提案、３月に発表

【承認】

２．麻生川清掃活動4/3及びポスター掲示3/21、撤去4/10
について。

宇津木幹事より説明

【承認】

３．1/24職場訪問 収支報告 森職業奉仕委員長 【承認】
【会長報告】
小泉 清様

【会員誕生日】【奥様誕生日】

森

茂則 親睦委員長

〈会員〉川﨑航会員(１４日)、門間亜砂子会員会員(２８日)
〈奥様〉森茂則会員夫人 望様、山上剛史会員夫人 明日様

親松 明 会長

１．２月のＲI レート １ドル＝１１０円（１月と同じ）
２．ガバナー事務所より
〇『2020-21 年度 地区研修・協議会』のお知らせ。
3/29(日) 12:30～18:00 聖光学院中学校・高等学校

佐々木範行会員夫人 幸子様、

〇2019-20 年度「地区補助金」プロジェクト募集要項の案内。

〈結婚記念日〉志村幸男会員、鈴木眞一会員、

３．米山記念奨学会より、新型コロナウイルス感染についての

佐藤忠博会員、梶俊夫会員
【代表して門間亜砂子会員コメント】
「今月の終わり頃に誕生日を迎えます。昨
年は体調が良くなかったので、今後は健
康に過ごせるようにしたいと思います。」

注意喚起を、米山奨学生宛にメール配信の連絡。
４．ロータリーの友事務所より、2020-21 年度版ロータリー手帳
発行のお知らせ。1 部 定価 600 円＋消費税
５．横浜市営地下鉄 3 号線延伸早期完成期成同盟会より、
第 3 回役員会議事録が届く。

第 １ ３ ０ ７ 回 例会 ２月２１日（金）創立記念移動例会
第 １ ３ ０ ８ 回 例会 ２月２８日（金）クラブフォーラム
第 １ ３ ０ ９ 回 例会 ３月 ６日（金）定例理事会・卓話

リストランテ

アベーテ

百合ヶ丘カントリー倶楽部
ホテルモリノ

［例会日］第 1・2 金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホ テ ル モ リ ノ 新 百 合 丘 7F TEL：044-953-5111
［例会日］第 3・4 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300
※第 5 金曜日 休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322

６．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、委員会開催の案内。

【ロータリー財団委員会】
第 1306 回(件数)

2/20（木） 18:30～ 麻生区役所 4 階 第 3 会議室
７．2020-21 年度 Ｒ財団奨学生募集のグローバル補助金に、

山下 俊也委員長

Ｒ.財団

合 計

7件

￥54,000

1 名の応募者ありました。

◇親松明会長【村上さんようこそ】

※本日の例会後に鈴木憲治会員と黒木会員が面談予定。

◇鈴木昭弘会員【明後日ＹＳＡ演奏会カルッツ川崎です】

【幹事報告】

宇津木 茂夫 幹事

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木憲治会員
◇鈴木豊成会員 ◇山下俊也会員

★例会変更

ご協力有難うございました。

◎川崎高津RC 3/26（木）夜間移動例会 お花見婦人デー
4/16（木）⇒4/18（土）変更 移動例会 献血活動「溝の口駅前」

【米山記念奨学委員会】

◎川崎高津南ＲＣ 3/16（月）休会 3/23（月）⇒3/24（火）変
更 移動例会 お花見例会 3/30（月）休会 4/20（月）休会
4/13（月）⇒4/11（土）変更 移動例会 献血活動「溝の口駅前」

中山 隆弘 委員

第 1306 回(件数)

合計

６件

¥57,000

米山記念奨学

◇親松明会長【村上さんようこそ】

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ

◇志村幸男会員【小泉様、卓話よろしくお願いします】

★会報着 ◎新川崎ＲＣ 第1171回（1/22）～第1172回（2/5）

◇宇津木茂夫幹事 ◇梅澤馨会員 ◇鈴木憲治会員
◇鈴木豊成会員

【親睦委員会】 森
委員長
森 茂則
茂則 委員長

ご協力有難うございました。

【お知らせ①】

１月の会員誕生日で青戸会

森 茂則 会員

友人から届いた緊急のお知らせです。「震度 19 地震」というタ

員が例会当日賞でしたので、

イトルのメールが届いたら開かないでください。動画はスパムウ

ケーキをプレゼントします。

イルスが含まれています。銀行関係の業務内容を引出すそう

【大野ガバナー補佐へ】

で、報道もされていますので、削除してください。

活動費をお渡しします。

【お知らせ②】

鈴木 昭弘 会員

横浜サクソフォンアンサンブルの演奏会
を 2 月 9 日の 14 時から「カレッツ川崎」
で行います。神奈川県内のサックス奏者
が 280 名位集まります。特別なロシア人
のゲストも来ます。楽しい演奏会なので、
【出席委員会】

門間

亜砂子 委員長

是非ご来場ください。

出席率

【雑誌・広報委員会】

83.9％

今月のロータリーの友について３点お伝えします。①離島にあ

会員

出席

欠席

1306 回

31

26

5

1305 回

31

12

19

4

51.6％

るロータリ―クラブの記事 ②ポリオの記事 ③先日来日したロ

1304 回

31

25

6

4

93.5％

ーマ教皇の記事です。ご覧になってください。

【ニコニコ委員会】

山上 剛史 委員

第 1306 回(件数)
ニコニコ

修正

ｖ

例会

22 件

合 計
￥22,000

【招聘卓話】

鈴木 憲治 委員長

※卓話者ご紹介 志村幸男 プログラム委員長

『小泉様は麻生区在住、現在71歳。早野聖
地公園のボランティアの会長をされていま

◇親松明会長、◇宇津木茂夫幹事【村上さんようこそ】

す。いろいろな地域のことに精通され、講演

◇大野勉会員【2/5-6と稲取で古希の同窓会を福島の人達としました】

をされています。地域の小中学生に「炭焼

◇梶俊夫会員【2/5お祝いの会ありがとうございました】

き」の体験をさせていただき大変お世話になっております。』

◇志村幸男会員【今日の卓話、小泉様よろしく】
◇他、17名の会員からいただきました。

ｖ

早野聖地公園 里山ボランティアについて
里山ボランティア会長 小泉 清 様

以上、ご協力ありがとうございました。

ｖ

早野聖地公園の概要

里山ボランティアの概要

現在の早野の炭焼き

〇広さ＝5.5 ヘクタール（総面積 50 ヘクタール）
〇発足＝1999（平成 11）年 4 月
〇会員数＝70 名（2020.1.31.現在）
〇活動日＝第１・３・5 土曜日（１２月～１月毎土曜）

活動方針・内容
◆活動方針： 里山を将来にわたり、保全・管理し、地域振興と
早野の文化を継承して人と自然の共生を図る。
◆活動内容： ①里山再生＝伐って育てる森（里山の若返り⇒
生物多様性の向上を図る。②炭焼き（間伐材の活用）＝循

ｖ
炭焼き１月～２月（間伐材の活用）＝循環利用

環利用 ③農業体験＝（田んぼ・野菜・椎茸類栽培・苗木育
成・花壇） ④地域とのふれあい＝（小学校・大学の支援、
感謝祭）

里山の大切さ 里山とは
①「本来は人里に近い山」＝農業用林地 ②衣食住を全て
賄っていた。ムラ＝人家のある処 ノラ＝農地＝畑、田んぼ
ノベ＝草地＝馬・牛のえさ場の草原

ヤマ＝雑木林

ｖ
伐採（11 月から伐採開始）

点火（1 月から炭焼き実施）

理想の里山（ヤマ）とは
麻生区内では荒れた雑木林が多い。（なぜ里山に手を加え
ていない） ①雑木林が透けていること⇒植物には光合成
②モウソウチクと雑木林が混在しないこと ③雑木林の上部
に藤が咲いていないこと ④外来種が無いこと ⑤苗木を植
樹し、若返りが継続していること（緑は量ではなく、質である）

以前の早野周辺は/全国的
早野周辺：早野の里山⇒薪炭林であった＝黒川炭
炭を出荷＝藤屋（柿生駅前）（現在の樹齢＝ 65 年以上）
全国的：昭和 35（1960）年ごろから ＝石油・石炭化石燃料
に変わった（かまど、調理、風呂などの燃料）

温暖化現象＝化石燃料の使用
動物 呼吸：酸素を吸って二酸化炭素を吐く O⇒CO2
植物 光合成：二酸化炭素を吸って酸素を吐く CO2 ⇒Ｏ
これで地球表面のバランスがとれている。これが地球温暖
化現象の原因＝1800 年～（ヨーロッパから始まった産業革
命）地下の化石燃料を使用すると地表の CO2 が増加する

現代における里山の意義

.煙（雪にも負けず三日目）

炭出し

炭の行方は
）
点火（1 月から炭焼き実施）
1.お彼岸バザーにて販売＝
2 回/年
2.あさお古風七草粥の会＝
麻生区役所広場＝１月 7 日
3.配布先
・黒川青少年センター（炭・原木） ｖ
・二ヵ領用水 WF（水質浄化）
・水辺の楽校 ・自家用

苗木の育成～植樹
1.どんぐりの種蒔き 2.苗木発芽 3.苗圃に移植

1.環境保全機能＝気候調節、水源涵養、大気浄化
2.物質生産機能＝きのこ栽培、木材生産、水、受粉
3.レクレーション利用の場＝健康作り、セレピー、
リフレッシュ、コミュニュケーション
4.人作りの場＝体験作業、担い手作り
5.環境教育の場＝各種学習会・体験授業

炭焼き
以前の炭焼きは＝200 年前は本格的に実施。炭俵に入れて
出荷＝1 俵＝4 貫＝15Kg。仲介人によって集められ（柿生
駅前＝藤屋）津久井道（登戸）⇒布田道（調布）⇒（甲州
街道）江戸へ。黒川炭を最後の窯に火を入れたのは市川祐
さん。
（昭和 30（1955）年 4 月）

ｖ

4.卒業記念植樹＝東柿生小学校 5.記念ポール設置

ｖ

ｖ

地域とのふれあい

ｖ

消火訓練

竹椀・竹箸作り

ｖ

ｖ

2019
ｖ 年

生涯学習

バザー

ｖ

・消火訓練（2018.10.20.）

炭を燃やすのではなく水質浄化

・1/11 麻生区役所 生涯学習支援課講座＝イキイキとした麻生ライフ

出炭された炭は二ヵ領用水の水質浄化や畑の養生に使用す

・1/16 緑吟ハイク＝炭焼き見学
・1/21 里山フォーラム in 麻生＝パネル展示/区役所ロビー

ることで、CO2 の削減に貢献している。

・2/21 東京農大グリーンアカデミー「美しい里山作り」発表会参加

第 30 回全国「みどりの愛護」
国土交通省より感謝状

・2/23 里山フォーラム in 麻生
・2/24 早野で冬の里山を楽しむ会
・3/5

東柿生小 卒業記念植樹

・3/21 春のお彼岸バザー＝年 2 回 9/23 秋のお彼岸バザー
・6/4

東柿生小学校 6 年生 里山学習、下草刈り

・7/6

麻生区役所・市民館－消臭用炭設置 16 ヶ所

・8/3

キャンドルナイトを実施

ｖ

第 8 回スマートライフ
スタイル大賞
奨励賞＝
地域共生推進賞 受賞

ｖ

・8/22 王禅寺中央中学校 夏まつり用 流しそうめん樋 寄贈＝4 本
・9/15 都市公園等における雑木林保全会議＝講師－生田緑地
・10/2 東京農大グリーンアカデミーとの交流会
・10/28 サツマイモ掘り＝虹ヶ丘小学校 1 年生
・11/5 里山見学 2 名＝国士舘大学、森林総合研究所
・11/16 東柿生まつり＝竹ポックリ、竹とんぼ作り

有難うございました

・11/19 東柿生小＝里山授業参観
・12/13 北海道奥春別小－地域寿会＝竹とんぼ作り
消臭炭設置（麻生市民館・区役所）

【四つのテスト】 川﨑 航 会員

【会報委員会】 ◇文責：佐藤 達弥 委員 ◇写真：中山 隆弘 委員
１月に研修で来日した
元米山奨学生 ミアンさん

ｖ

サツマイモ掘り

【点 鐘】 親松 明 会長

