
                                                                   

本日の例会（第１７０５回）  １０／１２（水） 

◆柴田ガバナー補佐訪問が行われます。  

次回の例会（第１７０６回）  １０／１９（水） 

《米山月間卓話》 

◆卓話紹介会員 米山奨学委員会委員長 北村 紀子さん 

◆スピーカー R.I.第 2760 地区米山奨学委員会 

                        委員 磯部 徹様 

◆題    名 米山記念奨学制度について 

第１７０４回例会記録   １０／５（水）曇 

◆司    会 梅田 渉君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 

愛知県 環境部 自然環境課  

生物多様性保全グループ主査  三輪 昌作様 

R.I.第 2760 地区社会奉仕委員会 副委員長 杉浦 文雄様 

         〃      副委員長 井口 貴嗣様 

◆来訪者紹介  

名古屋北 RC 矢形 修己君 

名古屋中ＲＣ 阿部  博君 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  1702 例会 

欠席会員数  ６名  欠 席 会 員  4 名中 

出席会員数  30 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  83.33％  出席率訂正  94.12％ 

会  長  挨  拶 
               会長 西脇 良一 

皆さん今日は。本日は、愛知県環境部三輪昌作主査、第 2760

地区社会奉仕委員会副委員長杉浦文雄様、同副委員長井口貴嗣

様、I M 実行委員会実行幹事 矢形修巳様をお迎えして楽しく

例会を進めていきたいと思います。後ほど愛知県環境部三輪昌

作主査様には卓話をお願いいたします。 

先日、東京工業大学の大隈良典教授がノーベル医学生理学賞を

受賞されることに成ったと報じられました。内容としては、 オ

ートファジー (細胞の

自食作用) の解明と言

うことで、これにより、

ガンとかバーキンソン

病等の治療に大きく前

進し道を開くことが期

待されそうになったと言うことで、大変に嬉しいニュースでし

た。 

また本日の例会終了後、職場見学会として、アサヒビール名古

屋工場へ僕たちの大好きなビールの製造工程の見学と、試飲を

目的として出発したいと思います。 

幹 事 報 告 

1.今月は、経済と地域社会の発展月間です。本日は、愛知県 環

境部 自然環境課 生物多様性保全グループ 主査 三輪昌作様、

R.I.第 2760 地区社会奉仕委員会 副委員長 杉浦 文雄様、同

委員会 副委員長 井口貴嗣様をお招きしております。後程、月

間に因みまして、三輪様より卓話をして頂きますので、よろし

くお願い致します。 

2.また今月は、米山月間です。受付にて恒例の募金（2,000

円）を行っておりますので、ご協力お願い致します。 

3.来る11月15日(火)は11月16日(水)の例会を変更して、

半田南ＲＣホストにより 2ＲＣ合同夜間例会及び懇親会が開

催されます。当日は 16 時 45 分に当アパホテル名古屋錦  

1 階 玄関前(大津通)に集合、17 時 00 分にバスにて半田に向

けて出発します。本日、出欠票を同封致しましたので、10 月

14 日(金)までにご提出下さい。 

日時 平成 28 年 11 月 15 日（火）  

例会 18：00～  懇親会 18：30～20：00 

場所 望洲楼 半田市亀崎町 3-71 ℡0569-28-1136 

4.次回の例会は、柴田ガバナー補佐の訪問日です。なるべくご

欠席のないようお願い致します。本日、当日のプログラムを同

封致しました。尚、例会終了後クラブ協議会を行いますので、

2016-17年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

奉仕と親睦 

～相互理解・平和・笑顔～ 
 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t
２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．１４ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 



ご出席の方はクラブ計画書を必ずご持参下さい。 

5.例会後は職場見学会になっております。ご参加の方は、入江

職業奉仕委員長のご誘導に従いご集合ください。 

委 員 会 報 告 

・職場見学会のご案内（職業奉仕委員長 入江 由希子） 

ご 訪 問 

 

 

 

 

 

 

東名古屋分区 I.M.のご案内をする 

ホストクラブ名古屋北ＲＣの矢形修己 I.M.実行幹事 

卓 話 

卓話者紹介（R.I.第 2760 地区社会奉仕委員会より） 
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１ ＣＯＰ１０と「愛知目標」 

  2010 年 10 月、名古屋国際会議場で、生物多様性条約第

10 回締約国会議（ＣＯＰ１０）が開催され、2020 年に向け

た世界の生物多様性保全の目標として愛知目標(Aichi 

Biodiversity Targets)が採択されました。 

 生物多様性とは、生きものが色々いる、ということですが、

国際条約では、生態系の多様性、種の多様性、遺伝子の多様性

の３つの層があると言われています。つまり、「色々な場所に、

色々な生きものが、色々な個性を持って、生きている」という

ことです。 

  地球には、名前が付けられているだけでも約 190 万種の生

物が生きており、われわれ人間もその一員として、生きものが

もたらす様々な恵み（＝生態系サービス）を受けて生きていま

す。 

地球には多くの種の生きものが住んでいますが、今、種の絶滅

が急速に進んでいます。その速度は、恐竜絶滅の頃にも匹敵す

ると言われており、生物多様性の保全が地球規模の課題となっ

ています。 

こうした状況に対応するため、愛知目標では、2020 年まで

に「効果的かつ緊急な行動を実施し」、2050 年までに「自然

と共生する世界」を実現することを目指しています。 

２ あいち生物多様性戦略２０２０と生態系ネットワークの形

成 

  「愛知目標」の達成に、地

方自治体の立場から貢献する

ため、本県では、2013 年 3

月に「あいち生物多様性戦略

２０２０」を策定しました。 

  この戦略が目指しているの

が、生態系ネットワークの形

成です。これは、「人と自然の共生するあいち」の実現を目標

に、人間による土地利用の中にも、緑地や水辺で野生の生きも

のたちが生息・生育する拠点や移動経路を確保しようとするも

のです。 

 例えば、池などに生息するマッチ棒ほどのイトトンボ類は、

池から 500ｍくらいしか移動できないと言われており、池な

どがない場所が広がっていると、生息域が分断されてしまいま

す。そこで、その

間の公園や学校

に池を作れば、生

息域を広げるこ

とができます。 

  こうした生態

系ネットワーク

の形成には、土地

の所有者の理解

と生物学（生態学）的な知識、そして生物多様性を保全する熱

意とが一体になることが不可欠です。このため、県では、大学、

ＮＰＯ、企業、行政等が互いに連携・協働する生態系ネットワ

ーク協議会の設立を、県内９地域で進めており、これまでに８

つの協議会が設立されています。各協議会では、あいち森と緑

づくり事業交付金などを利用して、外来種の駆除などの環境保

全活動や、水辺や森のビオトープづくりなどに取り組んでいま

す。 



３ 東部丘陵生態系ネットワーク協議会 

 名古屋市の東部に広がる東部丘陵地域は、都市から里山

までつながる地域で、多くの人が暮らし、働き、学ぶ場で

あると同時に、里山やため池、湿地、川などの自然も残さ

れており、シデコブシやギフチョウ、ハッチョウトンボ、

ムササビなどの多様な生きものが生息生育しています。 

この地域では、名古屋大学、愛知工業大学、愛知学院大学、

金城学院大学を始めとする大学が中心となって、平成 23 年３

月に東部丘陵生態系ネットワーク協議会が設立されました。 

東部丘陵生態系ネットワーク協議会は、企業や自治体とも協力

しながら、県民を対象に生物多様性に関する連続講座「あいち

自然再生カレッジ」を開催し、自然環境の保全の担い手となる

人材を育成しているほか、大学のキャンパス内に生きものの生

息・生育空間であるビオトープを形成するといった取組を進め

ています。 

  ロータリークラブ会員の皆様にも、例えば事業所の一角に木

を植えていただいたり、小さな池を作ったりしていただく、ま

た、生態系ネットワーク協議会の活動に参加していただくなど、

それぞれのお立場でできることからご協力いただければ幸い

です。 

誕 生 日 

10/1 横井 登君     10/12 北村 紀子さん  

10/13 加島 光君    10/18 西脇 良一君  

10/21 小關 敏光君   10/27 梅村  篤君 

10/15 加藤 昌之君ご夫人 10/24 遠藤 友彦君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

10/3  西脇 良一君    10/21 星川 直志君  

10/21 入江 由希子さん   10/25 宇都木 寧君  

10/30 伊藤 晋一君 

二 コ ボ ッ ク ス 

R.I.第 2760 地区社会奉仕委員会 副委員長 杉浦 文雄様 

本日卓話で大変お世話になります。 

R.I.第 2760 地区社会奉仕委員会 副委員長 井口貴嗣様  

卓話者を紹介させて頂きます。 

西脇 多吉君  

三輪 昌作様、卓話よろしくお願いします。 

星川 直志君  

51 回目結婚記念です。 

祖父江 佳乃さん  

新潟白根ロータリークラブで卓話をさせていただきました。 

尊いご縁に感謝です。 

【愛知県環境部自然環境課生物多様性保全グループ主査  

三輪様、卓話宜しくお願いします。】 

 

― 職業奉仕委員会 職場見学会を実施 ― 

職場見学会：アサヒビール名古屋工場 

懇親会：カフェボンタイン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

西脇 良一君 香田 研二君 尾関 正一君 北村 紀子さん 

古川 康司君 遠藤 友彦君 星川 直志君 渡邉 泰彬君 

尾關實津成君 岩田 滿治君 足立陽一郎君 梶川 久雄君 

横井  登君 杉浦 定文君 梅村  篤君 入江由希子さん 

柴山 利彌君 

阿部 美男君 

小關 敏光君 

梅田  渉君 

玉置 正樹君 

木村 雅一君 

加藤 昌之君 

加島  光君 

宇都木 寧君 

加藤あつこさん 

石黒  勉君 

 

 


