
 

本日の例会（第１４２４回）    １０／６（水） 

《職業奉仕月間卓話》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会  委員長  梅村美知容さん 

◆スピーカー  国際ロータリー第 2760地区 

                職業奉仕委員会  委  員  佐藤  正延様 

◆題    名 職業奉仕月間によせて 

※例会後、職場見学会を行います。 

次回の例会（第１４２５回）  １０／１３（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学会委員会 委員長 足立陽一郎君 

◆スピーカー  米山学友会   会 長   林  掠 様 

◆題    名 米山と私 

第１４２３回例会記録      ９／２９（水）晴 

◆司    会 松岡  三明君 

◆斉    唱 RS・手に手つないで 

◆ゲスト紹介  トヨタ自動車株式会社 

                社会貢献推進部 企画室 

                プロフェッショナル・パートナー  池上  博身様 

出 席 報 告 

会 員 数  42名  前々回訂正  1421回例会

欠席会員数  12名  欠 席 会 員  10名中

出席会員数  30名  MAKE UP  5 名

出 席 率  71.43％  出席率訂正  88.10％

会  長  挨  拶 

ロータリーと第二次世界大戦 

会  長  伊藤  晋一 

第二次世界大戦中、多くのクラブが

解散を余儀なくされた一方、一部のク

ラブは戦争被害者の救援活動に当たり

ました。1942 年、戦後期の到来に備

えようと、ロータリアンが呼びかけた

国際的な教育と文化交流を推進する会

議の開催が、ユネスコ創設のきっかけとなりました。 

1945年、国際憲章採択会議の29の代表団の中に、49人

のロータリー・クラブ会員がいました。現在もロータリーは、

国連の主要会議にオブザーバーを派遣したり、ロータリーの出

版物の中で国連を紹介するなど、国連会議に活発に参加してい

ます。元英国首相のウィンストン・チャーチルは、かつて、「自

由な世界の隅々でロータリー・クラブが行ってきた善行を知ら

ない者はない」と公に発言しました。 

21 世紀が近づく頃、ロータリーは社会の変わり行くニーズ

に応え、環境破壊、識字率の向上、飢餓、危機下の子供たちと

いった緊要な課題に取り組む奉仕活動を懸命に行っていまし

た。1989年、ロータリーは、クラブへの女性の入会を認める

ことに票決し、現在、145,000 人以上の女性会員が世界中で

活躍しています。ベルリンの崩壊とソビエト連邦の解体後、中

欧と東欧ではロータリー・クラブの再結成や、新たなクラブの

結成の動きが見られました。ロシアで初のロータリー・クラブ

が 1990 年に加盟し、その後数年間にロータリーは急成長を

遂げました。 

さて、ポール・ハリスとその仲間が後の「国際ロータリー」

の前進となるクラブを初めて創立してから 1 世紀以上経った

今でも、ロータリアンは、自分たちの組織に対する誇りを引き

継いでいます。ロータリアンたちは、初のクラブを記念して当

初の例会場所だったシカゴのユニティービルの 711 号室を

1905年当時のまま保存しました。その後しばらく、ポール・

ハリスの 711 号室は、訪れるロータリアンたちの畏敬の場と

なりました。1989年、このビルが崩壊されることが決まると、

クラブのロータリアンは 711 号室を丁寧に解体し、ドアやラ

ジエーターにいたるまですべての内装を取り外しました。

1993年、国際ロータリー理事会は、シカゴ郊外にあるエバン

ストンの国際ロータリー世界本部の 16 階に、この 711 号室

を復元し、永久に保存することを決定しました。 

現在、120万人のロータリアンが、200以上の国と地域に

ある32,000以上のロータリー・クラブに所属しています。 
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委 員 会 報 告 

・上期クラブ奉仕委員会の開催並びに懇親会のご案内 

（クラブ奉仕委員長    半泊  與則） 

友 の 会 報 告 

・作品展のご案内 

（カメラ同好会世話人    半泊  與則） 

卓  話 

トヨタの森と生物多様性保全活動について 

トヨタ自動車株式会社 

社会貢献推進部 企画室 

プロフェッショナル・パートナー 

池上 博身 様 

グローバルな当社環境社会貢献取り組

みの全体像として、持続可能な地球環

境の保全に向けた様々な取り組みを、

森づくり・人づくり・地域づくりという三つの切り口から、全

世界で推進しています。 

森づくりでは、中国での砂漠化防止プロジェクトなど 

人づくりでは、世界遺産の白川郷に開設した白川郷自然学校な

ど 

地域づくりでは、環境活動助成プログラムなど 

グローバルな視点に立って、地球環境レベルから地域固有の課

題にいたるまで、その解決に向けた取り組みを主体的に、また、

多くのNGO・NPOと協働しながら進めています。 

ただし、これら三本柱での取り組みは決して最初からこのよう

な姿を描いた上で始まった訳ではありません。およそ20年間

にわたる様々な取り組みの改廃＝スクラップ＆ビルドを経て、

このような全体像に改めて構成し直された、というのが正しい

表現になろうかと思います。 

「トヨタの森」とは 

１．狙 い 

 環境社会貢献の一環として、「森を軸とした循環型社会づく

り」の実現を目指すことにより、環境に関わる企業イメージ

の一層の向上を図る。 

２．基本的な考え方 

“人と自然との共生”を基本理念として、身近な自然環境（=

里山）の中で「緑による環境の改善」（=環境緑化）を実践し、

その成果の普及を図る。 

環境･･･主として 大気環境（CO2，NOx  等）    

実際にやっていること 

１．里山の活性化を図るため、1996年より、里山整備・保全

活動を本社近郊の社有林（全40ha）で実践 

２．活性化評価指標＝“樹林の成長量”と“種の多様性” 

  そのために 「エコモニタリング」 を 10年間継続実施 

３．手入れにより豊かになった自然を、自然ふれあい体験学習

等 環境教育・学習の場として活用    

「豊森」とは 

「豊森」は、森林を活用した「人づくり」「地域づくり」「仕組

みづくり」のプロジェクトです。 

多様な人材の参画によって、森を中心とした自然生態系の利用

を軸とする持続可能な地域循環型社会の仕組みを生み出し、都

市と農山村の暮らしの中で人と人の心を結びなおす「豊森モデ

ル」を構築することを目指します。  

「トヨタの森」 インタープリター の役割・使命 

（平成１８年１２月制定） 

来訪者等に対して以下のようなインタープリテーションを為

すよう努める 

◆持続可能な循環型社会づくりについて、特に、地球温暖化防

止につながる個人のライフスタイル見直しの必要性や大切さ

を伝える 

◆森での活動体験を通じて、食物連鎖や生命の繋がり、生命を

大切にする気持ち、さらには自然への感謝と畏敬の念を育む 

◆自然の「不思議さ」「面白さ」「神秘さ」を五感を用いて体験

いただき、人と自然、人と社会についてのさらなる学びのきっ

かけとしていただく   

今後の課題 

１．森づくり 

  ・老齢・大径木化した雑木林の効果的な育成 

  ・さらなる成果の普及、地域との連携 

２．人づくり 

  ・「豊森」 第２期の企画、推進 

３．地域づくり 

・持続可能な循環型まちづくりへの取り組み  

ニ コ ボ ッ ク ス 

遠藤  友彦君   休みますが、みなさんよろしく！ 

尾関  正一君   卓話にトヨタ自動車(株) 池上様をお迎えして。 

梅村美知容さん 庭の栗が今年もなりました。 

ありがとうございます。 

【池上様、本日の卓話楽しみにしています。】 

伊藤  晋一君 土屋  利行君 北村紀子さん 星川  直志君 

木村  雅一君 服部    保君 岩田  満治君 横井    登君 

足立陽一郎君 梶川  久雄君 石黒    勉君 松岡  三明君 

西脇  良一君 宇都木  寧君 柴山  利彌君 堀  美喜雄君 

古川  康司君

半泊  與則君

 

杉浦  定文君 

加藤  昌之君 

 

藤原  研一君 

西脇  多吉君 

 

加藤あつこさん 

渡邉  泰彬君 

 




