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第２４７４回 ２０１８年１０月２５日(木) 例会報告

ＢＧＭ 「DEFINITIVE COLLECTION」 ライオネル リッチー

○司 会
社会・職業奉仕委員会 荒巻正康 委員

【開会点鐘】12時30分 坡山浩二 会長

ロータリーソング「それでこそロータリー」
ソングリーダー 森島徳幸 会員

来訪者紹介
卓話講師 一般社団法人ＪＥＡＮ

副代表理事・事務局長 小島あずさ 様
昭島市役所環境部 部長 池谷啓史 様

会務報告 坡山浩二 会長
１．10月18日(木)にパスト会長会が開催されました。
規定審議会、インターシティーミーティングについての意見
交換を行い、パスト会長の皆様より貴重なご意見を頂いて
おります。

2．先週の日曜日に栗田工業昭島グラウンドのラグビー場でラ
グビーの試合が行われました。立派なラグビー場でこけら
落としを兼ねてマツダとの試合を間近で見て参りました。栗
田工業が34－19で快勝しました。
昭島市としても、昭和飛行機を中心に昭島観光まちづくり
協会も栗田工業を盛り上げていこうと云うことです。

3．7月、広島・山口・愛媛の豪雨で皆様に義援金でご協力頂
きましたが、三地区(2670地区、2690地区、2710地区)に均
等に210数万円ずつ送金、地区より礼状が届いていると案
内がを頂いております。岡山の新聞には“ロータリークラブ

より 寄付・・・”の記事が掲載されたという報告も頂きました。
4．本日例会終了後、理事会が開催されます。理事役員の皆
様よろしくお願い致します。

幹事報告 畢 煜 幹事
1．オリンピック・パラリンピック支援ロータリー
ファミリー研修会の案内が届いています。
日 時 12月9日(日) 13時30分～
会 場 東京都立芝高等学校

2．山の手西グループＩＭ開催の案内
日 時 11月19日(月) 登録 17時30分
会 場 セルリアンタワー東京ホテル
登録料 8,000円

来訪者挨拶 昭島市役所環境部部長 池谷啓史 様
本日は植松先生にお声がけいただきまし

た。北川市長の時代に秘書課長をして、入り
口までは来ておりましたが、席に着かせていた
だくのは初めてです。本日の講演は楽しみに
して参りました。よろしくお願い致します。

米山功労者感謝状贈呈
受贈者 阿島征夫 会員

(第２回マルチプル)
坡山浩二 会長

(第６回マルチプル)

チーム報告
親睦活動出席チーム

青少年奉仕チーム
ローターアクト講習会報告 雨倉寿久 委員
10月20日(土)日野市保健センターで第2回

ローターアクト代表幹事会が開催されました。
21名の参加でしたが、ロータリーからの参加は
私一人でした。研修会では“意思の伝達”に
ついてレゴブロックの積み上げについて行わ
れました。先生からは「よく出来ました」とお褒めの言葉を頂き
ました。

地区米山選考委員会
米山秋の研修旅行報告

地区副委員長 栁 賢司 会員
10月21日(日)・22日(月)に奨学生22名、総

勢43名で広島に行ってきました。東京駅7時集
合、途中宮島により、二日目はマツダミュージアム、原爆ドー
ムなどを見学。印象に残ったことは、大空襲と空襲の違いに
ついてタイの奨学生から質問がありました。ガイドさんによると
空襲は1機か2機、大空襲は何十機ということでした。

出席報告 平原保男 委員
会員総数 出席免除 出席義務者 本日の出席

５４名 ６名 ４８名 ４０名
事前メークアップ 本日の出席率

０名 ７６.９２％
事前メーク なし
メークアップ
１０月１１日分 矢口会員

出席率 ８８．２３％ｉに訂正

左より 畢 幹事、阿島征夫会員
坡山浩二会長



【卓 話】
卓話講師紹介 青少年奉仕チーム 植松一良 委員
今、話題として海洋プラスチックがあります

が、昨日ドイツからのニュースで、人体からマイ
クロプラスチックが出たという報道がありました。
このテーマは重要になっていくと思います。

テーマ「海洋プラスチック汚染について」
一般社団法人ＪＥＡＮ
副代表理事・事務局長 小島あずさ 様

私は29年前から海洋のゴミ問題
一筋に取り組んで参りました。
ＪＥＡＮが出来たきっかけは、

アメリカで始まった国際海岸クリ
ーンアップ(ＩＣＣ)がありますが、
日本では古くから海辺だけでな
く、いろいろなところできれいに
する事が活発に行われてきまし
た。残念ですが、今の海の現状
は７～８割がプラスチックのゴミ
で、拾うだけでは一時的効果し
かなく、どんなものがどれくらい
あるのか、どうして海にない方が
良いのかを考察したり、分析した
り、元からゴミを絶っていこうと云
うことで、３０数年前にアメリカで

始まりました。そのことを知り、日本でも是非行おうというのが
ＪＥＡＮの始まりです。
ここ数年は急激に海のプラスチック問題がブームの様にな

って、毎日の様に報道されたりして、日本政府からも発表され
ています。活動を開始した当初は、「海のゴミは拾えば何とか
なる」と思われていました。
９年前に、海外漂着物処理推進法という海のゴミ問題の法

律が議員立法で制定されました。これは私共が国会議員の方
々に現状をお伝えしてロビー活動して出来たものです。
ＩＣＣは、拾うだけでは解決しないので、国際的にまとめられ

たテーターカードに則って集めたゴミを一つずつ個数を数
え、同じ時期に同じ方法で世界中で趣旨に賛同する人が実

施して、各国のコーディネーターがとりまとめ期日までにアメリ
カに日本の結果として報告します。翌年にワールドレポートと
して出て、世界の沿岸各地の様子、又一部ダイバーによる生
の情報が出て参ります。昨年のＩＣＣでは８０万人が１０７の国と
地域から参加しています。ＩＣＣという手法が誕生したことにより
“拾ってきれいにする”から“調べて出さなくする”が加わりました。
この海のゴミは“どこから、誰が出すのか” 私も最初は海

に来た人がおいて行ってしまうのがほとんどと思っていまし
た。調べますと船からも、港湾作業、貨物、水産業など海で使
っている産業の道具など、海岸にあったものが波にさらわれる
など多岐にわたることがわかりました。
私は朝、犬の散歩で住宅街ですが歩いて

いると植え込みなどにお弁当を食べた後と
か毎日拾っておりましたので、そのうちなくな
ると思っていましたが無くなりませんでした。
まとまっているのでいっぱいある様に見えますが、町中にあ

れば目立ちませんし、ゴミは毎日供給されているからです。この
ゴミの中には風に吹かれ川に落ちて、海に流れるものもありま
す。さらに生き物が食べ物と間違えて飲み込み、光合成の阻
害などもあります。プラスチックは崩壊してマイクロプラスチック
となります。日本でも数々の議論と対策がとられ始めていま
す。是非このことをお心に止めて頂ければと思います。

謝辞・記念品贈呈

点鐘閉会
坡山浩二 会長

例会案内
１１月８日(木) 休 会

11月16日(金)第2476回例会
立川ＲＣ合同夜間例会

左より 畢 幹事、小島あずさ様
栁 委員、坡山会長

地区役員会
報 告 ガバナー補佐 安保 満 会員
10月22日(月)第8回地区役員会が開催さ

れました。相田グループ幹事と出席して参り
ました。それぞれ組織の意見交換、情報交
換を行う場となります。2019年5月12日(日)に
ロータリーデーがサントリーホールで開催さ
れます。各グループより発表がありましたが、
多摩中グループは服部ガバナーのテーマ「つながりを大切
に」から人と人のつながりではなく“現在の自分と未来の自分
とのつながり”をコンセプトに企画して参ります。

ゴルフ部会
報 告 矢口 完 副部会長
10月24日(水)ゴルフ部会のコンペを立川

国際C．Cで15名の参加で開催しました。

優 勝 斉藤 貢 副部会長
準優勝 阿島征夫 会員

ロータリー財団米山奨学委員会
年次寄付(１００ドル寄付)について

阿島征夫 委員長
来月11月はロータリー財団のキャンペーン

の月間です。円換算して11,000円のご寄付を

左より 畢 幹事、矢口副部会長
阿島征夫会員、坡山会長

お願い致します。この基金は巡り巡って還元されます。クラブ
も基金の中からベトナムに行きました。また、所得税から控除
もあります。よろしくお願い致します。

親睦活動出席チーム
ニコニコＢＯＸ発表 金井悦子 委員
坡山会長 一般社団法人ＪＥＡＮ小島あずさ様

昭島市環境部長池谷啓史様のご
来訪を歓迎致します。
小島様、本日の卓話宜しくお願い
致します。

畢 幹事 高橋支店長、ようこそお越し下さいました。
池谷様ご来訪を歓迎します。

北川会員 小島あずさ様のご来訪を歓迎し、重要課題の環
境問題に関する卓話を期待しています。
日頃の行政でご苦労されている池谷部長のご尽
力に感謝しております。

阿島会員 昨日のコンペ、メンバーの励ましのおかげで何とか
準優勝にたどりつきました。ありがとうございました。
池谷さん、昭島の緑を守って下さい。

髙橋会員 昨日のコンペ初参加で５位入賞。ありがとうござい
ます。感謝をこめてニコニコします。次回は優勝
できるように今日から練習に励みます。

平 会員 ２回目の参加で３位入賞することが出来ました。
次回も頑張りますので宜しくお願い致します。

斉藤会員 昨日のコンペ、自分の部会でベスグロ優勝しちゃ
(本日は欠席) いました。次回は皆さん頑張って下さい。

本日の合計 39,000円
累 計 867,400円
予算達成まで 1,432,600円


