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●斉  唱 
 

国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 

 
●四つのテスト唱和 
 
●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 
 愛知県環境部自然環境課 主幹 來住南 輝様 
 
●本日の卓上花 
 
 ニゲラ、ガーベラ 
   

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。前回の 2 月 27 日の例会のサックスと

ピアノの演奏の企画は、誠にありがとうございました。企画さ

れたプログラム委員会さんには、心より感謝申し上げます。出

演者が地元期待の若手の演奏者であり、よくよく聞いてみると、

30 歳ぐらい以下の若い市民の方やその親世代は、PTA や部活

などを通して知らない人がいないというぐらい地元では既に活躍されているお 2 人だったそ

うです。我々ロータリークラブも将来は地元が誇れるような若い人のバックアップをジャン

ルに問わずにしていくのも良いのではないかなと考えさせられました。 
 余談ですが、ピアノを弾いていただいた太田さんというのは、私と副会長の新美宗和君と

お父さんが同級生で、私はクラスもクラブも一緒になったことがなかったので全く知りませ

鈴木健三会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

んでしたが、新美宗和君の場合は、クラブも一緒で住んでいる地区も一緒なのに知らなかっ

たという大変失礼なことをしたなと思っております。皆さん、新美宗和君に喝を入れてやっ

てください。 
 さて、本日の卓話は「生物多様性“Ａｉｃｈｉ目標”の達成に向けて」という演題でお話

ししていただけます。私は琵琶湖や野尻湖でバス釣りが趣味なのですが、琵琶湖に行くとそ

こかしこで生物多様性という言葉を目の当たりにするので、お話を楽しみにしております。

しかし、それよりも私は講師の方の名字が気になって仕方ありません。講師の方は色んな場

所で幾度となくご自分の名字の由来などを聞かれているでしょうが、まずは昨日今日ではな

さそうなその由緒正しい名字のお話もお願いしたいと思っております。 
 本日の例会もよろしくお願い致します。 
 

  幹 事 報 告  
 
 幹事報告をさせて頂きます。 
・ 例会変更のお知らせは、幹事報告書の通りでございます。 
・ ガバナー月信 3 月号掲載のお知らせが届いております。 
・ 本日、会員の皆様に創立 60 周年記念式典・祝宴のご案内と

いうことで、赤い紙を配布させていただきます。是非、ご

家族の方もご参加いただいて華々しく式典を行いたいと思いますので、よろしくお願い致

します。 
・ 今後の例会の予定は、幹事報告書の通りでございます。 
  

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
伊藤 正幸君  職員が還暦祝いで赤い蝶ネクタイをくれました。名探偵コナンです。 
清澤 聡之君  本日の講師 來住南 輝氏をご紹介いたします。 

会員の石井和哉さんに大変お世話になりました。 
長田 和徳君  東京マラソン、残念ながら２５km でリタイヤ。寒かったです。機会があれ

ばまたガンバリます。 
榊原  健君  ３月３日、碧南市民駅伝大会が小雨の中無事終了致しました。鈴木会長始

め多くのロータリー関係者の皆様にもご参加戴きました。ありがとうござ

 総会員数 69 名 (内出席免除者 18 名の内出席者 11 名) 出席者 51 名 

 出席対象者 51／62 名   出 席 率    82.26％ 

 欠席者 18 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷 修幹事 



いました。 
杉浦 秀延君  ２０１９年あいち技能五輪・アビリンピック開催、出場国内一流選手によ

る出前講座として、ジェイテクト社員さんによる旋盤の指導、トヨタ自動

車社員さんによるフライス盤の指導を本年機械科２年生対象に受講しまし

た。生徒と職員の刺激になれば嬉しいです。 
        母校建築科の取り組みについて「緊急防災対策（河川工事：矢作川）とし

て、過日木村建設㈱様の社員さんによる「耐震補強」の指導を受講しまし

た。身近なリスクに対してよい経験になりました。 
        平成２７年２月に卒業した杉浦康弘君。母校に創立以来初の航空整備士が

誕生しました。（昨年１２月国家試験に合格）４月からＡＮＡ全日空に就職。

今後の活躍が期待され、在校生にはとても良い刺激となるでしょう。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
 ２日 杉浦 保子君   １５日 小笠原良治君   １６日 黒田 泰弘君 

１９日 長田 一希君   ２２日 粟津 康之君 

 

奥様誕生日 

 ９日 西脇 博正君の奥様  京子様  ２４日 小笠原良治君の奥様  恵子様 

２９日 大竹 密貴君の奥様  弥生様 

 

結婚記念日 

１６日 長田 和徳君・真由美様 ２８年  ２０日 平岩 辰之君・範江様  ３６年 

２５日 松井 和弘君・智美様  １９年  ２７日 加藤丈太郎君・美恵子様 ５６年 

 

入会記念日 

３日 杉浦 保子君 

５日 山中 寛三君 

１１日 石川 春久君 

１５日 平岩統一郎君 

１８日 鈴木 並生君 

２３日 鈴木きよみ君 
 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「生物多様性“Ａｉｃｈｉ目標”の達成に向けて」 
愛知県環境部自然環境課 主幹 來住南 輝氏 
 
 ご紹介ありがとうございます。愛知県環境部自然環境課の來

來住南 輝氏 



住南と申します。会長様の方から名前の由来を話してほしいということでしたが、正直に言

うとよくわかりません。インターネットで調べてみると、何となく西の方の名前らしいとい

うことがわかっております。來住という二文字だけで「らいじゅう」と読んだりする名前が

あります。昔、ちらっとどこかで読んだんですけども、來住の水軍というのがいたらしく、

多分そこから引っ張ってきた、ろくでもない海賊の出身なんだろうというふうに思っており

ます。 
 今日は「生物多様性“Ａｉｃｈｉ目標”の達成に向けて」ということで話しをさせていた

だきます。よろしくお願い致します。 
 まず、生物多様性とはということですけども、人間は生物多様性の恵みで生きています。

一般的に食べ物（供給サービス）だけではなくて、大気や土壌（基盤サービス）、精神的価値

（文化的サービス）、防災・減災（調整サービス）を含めて生物多様性の恵みと言います。 
 生き物というのは、一人ぼっちで生きているのではなくて、食べたり食べられたりという

連鎖、利用したり利用されたり、助けたり助けられたりという色んな関係がありますので、1
つの生き物だけを守るということができません。生態系全体を守っていく必要があります。

時間と共に生物の多様性というものは増加しているんですけども、時々、大絶滅が起こると

いうふうに言われています。古生代とか中生代とか昔習った記憶があるんですけども、こう

いうものは大絶滅によって区切られています。何回もあるんですが、特に大きなものは過去

に 5 回あり、現在、第 6 回目の大絶滅ではないかというふうに言われています。もちろん、

人間が原因で生き物の種類が急激に減っています。こういうことが問題になってきたのは、

そんなに昔のことではなくて 1980 年代の終わりぐらいからで、1992 年にリオデジャネイロ

で行われた地球サミットという大きな会議があって、その時に気候変動条約と共に地球環境

の 2 大テーマということで、生物多様性条約というものが結ばれました。この条約には、生

物多様性の保全、持続可能な利用、利益の公正な配分という 3 つの目的がありまして、アメ

リカ合衆国以外の全ての国が現在加盟しています。 
 2010 年に名古屋国際会議場で COP10 というのが開催されました。これは生物多様性の

COP 史上、最も成功したと言われておりまして、生物多様性条約の世界で愛知というのは存

在感があります。ということで、愛知県としては生物多様性に力を入れていかなくてはいけ

ないということになっていまして、あいち生物多様性戦略 2020 というものを作って、これに

従って色々な取り組みをしています。 
ロータリアンの皆様へということで、 
１. 生物多様性の重要性についてご理解いただくこと。 
２. 地域の生態系保全活動にご協力いただくこと。（生態系ネットワーク協議会へのご寄付、

活動への参加 等） 
３. 自分（自社）でできる行動を実行すること。（ちょっとした緑を育てる。エコマークの

商品を選ぶ。）また、事業所から生じる影響、原材料の調達から生じる影響、自社が提

供する製品・サービスから生じる影響も考えていだたくこと。 
この 3 つをお願いしたいと思っております。 
 ご清聴どうもありがとうございました。 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

次回例会案内 
 

平成３１年３月２０日（水）は法定休日を含む週のため休会 
平成３１年３月２７日（水）１２：３０～ 衣浦グランドホテル 

創立６０周年リハーサル 
平成３１年４月３日（水） 

卓話「私の履歴書」 会員 樅山朋久君、長田康弘君 


