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過去 3 回の修正出席率
10/23：99.53% 10/30：100% 11/6：98.21%

「国づくりにむけた若者たちの役割」

本日の卓話

ロータリー世界平和フェロー 水野真希様

【11 月 20 日第 2003 回例会 会長挨拶】
お陰をもちましてガバナー公式訪問も無事終わり、ガバナーより自筆のお礼状をいただきました。
当クラブが環境保全の支援をしている形埜小学校の生徒さんによって、水質保全活動を推進されている環
境推進地区の額田地区は、我々の水源として無くてはならない重要な地域であり、いわゆる森のダムと言
われております。その森のダムより絶え間なく流れ出る水は、下流の大平上水場より汲み上げ私たちの生
活用水となります。その大切な水の源を毎日、監視・観察していただき有難いことです。
今月１日に支援金贈呈で訪問した折、乙川を上って行くとだんだんと山深くなり、水はもちろん空気も綺
麗でこの自然を壊してはならないと改めて思いました。
前回の例会

「環境推進地区ぼくたちわたしたちの形埜」岡崎市立形埜小学校 北村校長･有馬教諭･児童の皆様

形埜小学校の学区は、岡崎北東部に位置しきれいな川やたくさんの動物たちが住む山々があり自然いっぱいの
地域です。春にはササユリが咲き、夏は乙川でアユつかみを楽しむことができます。この豊かな自然環境を活か
した木の芽学習を 6 年間続けて学んできました。そしてこの豊かな自然がいつまでも続くよう環境についていろ
いろな活動をしています。また学区の中にもこの環境を守るため活動を続ける方々が大勢います。形埜小学区は
環境推進地区として活動しています。
木の芽学習について、小学校では生活科や総合の授業を木の芽学習と呼び、豊かな自然環境を活かした学習を
しています。１年生はカブトムシを飼育、２年生は野菜を育て収穫、また１･２年生は牧場で牛とふれ合い、今後
２年生が牛の飼育体験をする予定です。３年生はヤママユガを育て来年度に引き継ぐために結婚させ、たくさん
の卵を産ませることができました。４年生は学区を流れる乙川について学習し、乙川で捕まえた様々な川魚を児
童玄関にある形小水族館で飼育して川の環境を守るための活動を学習していきます。５年生は森について学習し、
森に親しもうとネイチャーゲーム体験をし、また間伐について学習し森の環境を考えていく予定です。６年生も
いろいろな活動をしました。
今、乙川の水質調査活動を続けています。毎週乙川の水を汲み、透視度・導電率・COD を科学的な数値に示し、
水が汚れていないか確認しています。矢作川の水を採取・調査し、数値がまったく違うことに驚きました。これ
からもきれいな乙川が保たれていくことを願っています。
学区の中にも環境を考え、排油石鹸作りに取り組んでいる方もいます。排油石鹸は捨てていた油を再利用し昔
のきれいな川を取り戻すために始められました。川の環境を考えることや捨てられるものを再利用することの大
切さを学びました。しかし排油粉石鹸を作るには多額の費用がかかります。学芸会にペットボトルに詰めて販売
して 9,200 円の売上げになり来年度の排油粉石鹸作りや環境活動学習の費用にすることにしました。
近年、緑豊かな形埜の森と山が荒れ始めています。外国産の木の輸入によって地元の木が売れなくなり、間伐
という森を守るための大切な作業ができなくなっています。間伐が進まず森が荒れてしまうと雨によって川の水
が急激に増水したり、森に住む動物たちが食べ物を求めて人里に下りてくるようになってしまいます。５年生の
時、森が危険な状況にあることを知り、間伐をすることにしました。間伐することは森を守るだけでなく、川や
海を守り地球を守ることにつながります。地元の木をたくさん使っていただき、間伐が進むことにより森の環境
が良くなることを願っています。今後も環境促進地区：形埜を発信する活動を続けていきたいと思います。

卓話者：形埜小 北村校長と有馬教諭

卓話者：形埜小学校の皆さん
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卓話：ぼくたちわたしたちの形埜

ようこそ！本日ビジターの皆様

 幹事報告(近藤幹事)
■ 11 月 19 日(水)岡崎 4RC 会長.幹事会が開催され三

浦会長と幹事近藤が出席しました。

 ニコボックス委員会
 三浦泰廣君 形埜小学校の皆さん、ご苦労様です。
 草野信隆君･坂野弘君

■ おかざき世界子ども美術博物館より「樋口一成 木の

おもちゃ展」の案内が届いています。入場希望の方
は事務局又は幹事までお申し出下さい。
 出席委員会 本日の出席率 86.79%(欠席 7 名)
前々回(11/6)修正出席率 98.21％(欠席 1 名)
 ビジター報告 [岡崎 RC]1 名 [岡崎南 RC]2 名
[岡崎城南 RC]1 名

形埜小の皆さんを歓迎します。

 近藤金作君





指名諮問委員会が無事に終わりました。
長坂勲君･小木曽進君･新浪勝也君 ニコに協力します。
生駒尚久君 マカオグランプリを観戦してきました。
杉田広喜君 本日、初めて司会をさせて頂きます。
親睦出席委員会 12 月 13 日(土)年忘れ親睦家族例
会のご案内。11 月 28 日(金)〆切です。

１２月の例会予定
例会予定

例会会場

12/ 4(木)12:30～

内容

岡崎市竜美丘会館「501」 「クラブ年次総会」

12/13(土)18:00～ 名古屋マリオットアソシアホテル 「年忘れ親睦家族例会」※12/11(木)からの例会変更です。
12/ 18(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「ローターアクトクラブの現状と課題」岡崎 RAC 会長 及川純様
12/ 25(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」会長 三浦泰廣君･幹事 近藤金作君

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

12 月 3 日（水）

サイン受付場所

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

12 月 10 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 15 日（月） 豊田三好

保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

12 月 16 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

12 月 16 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

12 月 16 日（火） 豊田中

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 17 日（水） 豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

12 月 18 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル 2 階 11:30～12:30

12 月 19 日（金） 安城

碧海信用金庫 3 階事務局 11:30～12:30

12 月 19 日（金） 西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 2 階 203 号 11:30～12:30

12 月 22 日（月） 豊田西

名鉄トヨタホテル１階フロント前 11:30～12:30

12 月 23 日（火） 岡崎南･岡崎城南･西尾

法定休日の為休会

12 月 23 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 17:00～18:00

12 月 24 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 501 号 11:30～12:30

12 月 26 日（金） 安城･西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 29 日（月） 豊田西・豊田三好

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 30 日（火） 岡崎南･岡崎城南･豊田中･西尾

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

12 月 31 日（水） 岡崎･豊田東･三河安城･知立

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日

場所

内容

12 月 9 日（火） ザ・トラディションＧＣ

定例会

12 月 4 日（木）

忘年会

チャーム

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて掲示
page 2

