
桜の中央公園と天覧山 photo by  Hiroyuki Maejima

・点　鐘　土屋会長
・ソング　君が代　奉仕の理想　四つのテスト
・卓　話　小川 稔様

【会長報告】
　大事なお知らせがあります。先週の例会後、急遽
５５周年記念事業の実行委員長を囲んで会議しました。

「ここ２週間は大きな会合、立食パーティー等自粛し
て欲しい」との政府要請は新型コロナウイルス感染
症のパンデミックを防ぐ意味で必要な措置と思って
いましたが、現状を考えると式典開催は難しい。加治
中吹奏楽部の記念演奏や他地域のＲＣ関係者の来場
もあり、万一感染者が出た場合、責任問題となる。延期
も考えにくいため、記念式典・祝賀会の中止を決定し
ました。ただ、皆様に特段のご協力を頂き、開催に向
けて努力して参ったわけで、何が何でも中止という
状況では無いのではないかという事で、内輪の会と
して飯能ＲＣ内だけで例会を行うという意見があり、
本日理事会で検討した結果、来賓等を呼ぶ式典は中止、
飯能ＲＣ会員と令夫人を招いて夜間例会の形で開
催、制服を着用して記念撮影、食事をしながらビデオ・
会員有志の演奏を鑑賞する等、規模を縮小して開催
するという方向で決定致しました。例会については
３月中は中止するＲＣが多い中、出来ればやって頂
きたいとのご意見でございました。体調の悪い方、微
熱のある方にはお休み頂き、入場前の消毒等行いな
がら例会は通常通り行う事に致しました（式典準備
例会はコロナウイルスに関する卓話に変更予定）。
　２６日午後、会長、幹事、森、馬場、大野会員と大久保
飯能市長を表敬訪問、記念事業の一環として飯能ＲＣ
からの寄付金目録（５０万円）をお届けしました。口頭
で式典の中止をお伝えし市長からは感謝の言葉を頂
きました。社会福祉法人埼玉県共同募金会飯能支部
より感謝状。ご協力有難うございました。

【幹事報告】
　３／１１卓話（三井物産元常務）、１８振替休会、２５卓話
となります。２０２０年地区研修協議会は３／１９まで
に申込み。３月のロータリーレート１ドル＝１１０円
◎例会変更のお知らせ

◇所沢ＲＣ
・３／１７（火） 定款の規定により例会取止め
・３／２４（火） 定款の規定により例会取止め
・３／３１（火） 定款の規定により例会取止め
・４／７（火）　２（木）花見例会に振替
・４／１４（火）１８・１９地区大会に振替
・４／２８（火） 定款の規定により休会
◇所沢西ＲＣ
・３／１７（火） 例会取消 ２０（春分の日）
・３／３１（火） 例会取消 定款により
◇新所沢ＲＣ
・３／１７（火） 休会 ２０（法定休日）細則第５条
・３／２４（火） 休会 細則第５条
・３／２９（日）親睦観桜会 近藤吉浩会員宅
・３／３１（火） 振替休会 ２９観桜会
◇所沢中央ＲＣ
・３／１６（月） 定款の規定により例会取止め
・３／２３（月） 定款の規定により例会取止め
・３／３０（月） 定款の規定により例会取止め
◇入間南ＲＣ
・３／１７（火） 例会取止め　定款８－１－Ｃ
・３／２４（火） 例会取止め　定款８－１－Ｃ
・３／３１（火）３０（月）「花見家族例会」に変更
　　　　　 点鐘１８：３０ 青梅市「井中居」

【委員会報告】
◎５５周年記念事業実行委員会　　　　　神田（康）君
　クラブのあらゆる事柄は理事会で決定する事から
委員会として式典中止を理事会に諮って頂き、各委
員長にはお骨折り頂きましたが中止とさせて頂きま
した。お詫び申し上げると共にご理解ご了承をお願
いします。ただし「但し書き」が付いており、夜間例会
を行い、会員、令夫人に参加して頂き式典以上に盛り
上げて頂きたいと思っております。例会、祝宴に関し
ては委員会が責任をもって執り行いたいと思います。

【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 天ヶ瀬出席向上委員
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【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・小川さん、本日はよろしくお願い致します。卓話
　有難うございます。
　　　　　　　沢辺君、馬場君、加藤君、大野（正）君
本日計４，０００円、累計額６８８，５０２円。
◎１１日例会当番は坂本、鈴木会員です。

【卓　　話】
講師紹介　　　　　　　　　　馬場環境保全委員長
　世界に諸問題のある中、この冬は特に暖かく、統計
上も記録的な高温とテレビでも言っていました。環
境面では飯能は安全と思われていましたが、昨年の
台風１９号の豪雨では飯能河原が増水したりと多く
の被害が出ました。小６の時、校長先生が朝礼で「子
どもの時に一回氾濫しそうになった」と話していた事
を考えると１００年ぶり位だったのかなと思います。

●公害編
　市で行った調査から１２の結果について発表します。
１．市内ゴルフ場農薬調査（８か所）：水質汚濁防止
を図るために行うもので、全地点において水質指針
値以下でした。
２．道路交通騒音（１０か所）：４０～６０が望ましい
レベルのところ、環境基準（目安）を超えた地点は県
道二本木飯能線・夜、国道２９９号線井上・昼夜、川寺
上野線の３か所。要請限度を超過した地点は０か所。
３．交通振動：要請限度内３か所。
４．大気常時監視測定：超過したのは光化学オキシ
ダント。０．０６を超えた日が９７日。１時間に０．１２を
超えると光化学スモッグ注意報を発令します。３０年
度２日、３１年度５日、ありました。警報は０日。
５．二酸化窒素環境濃度測定（１１か所）：排気ガス
は基準内でした。
６．苦情受付：３０年度はかなり増加し、２７２件。
空地の雑草の苦情が多く、他に、カラオケの音、悪臭、
ネコ、アイドリング、日曜大工、等。
７．地下水汚染調査／井戸水（１０か所）：トリクロ
ロエチレン、テトロクロロエチレンの基準値をオー
バーした地点が本町、双柳に各１箇所。過去に事業所
のあった所と思われますが原因の判明している汚染
に対しては事業者による対策が実施されています。
８．ダイオキシン類環境調査（大気９、土壌５か所）：
全て基準値以下。クリーンセンター、最終処分場も
同様でした。
９．不法投棄パトロール状況：日数２４１日（月～金）
収集量１６，１３０ｋｇ。主な場所は上名栗、長沢、４００ｋｇ
超。鉄屑、タイヤ、冷蔵庫、タンス、等。年に数件の逮捕。
１０．空間放射線量（放射能）：保育所、小中学校、
幼稚園については低く安定。
１１．給食の放射性物質：週２回１日４件。放射性
セシウムは不検出。
１２．公共用水域水質調査（１４か所）：阿岩橋下、藤
田堀、南小畔川が（ＣＯＤ値が）高い。川がきれいな
事を示す「底生生物」はサワガニ、トビゲラ、カワゲ
ラ、カワニナ。タニシ、ヒル、アメリカザリガニの
棲むような所はひどい状況になっています。入間
川、高麗川、成木川は良好な河川環境が維持されて
いると言えます。
●自然環境編
　有害鳥獣の捕獲数で最多はニホンジカで、ドバト、
イノシシの順。アライグマ、ハクビシンはあまり獲
れず、タヌキ、アナグマと区別が付きにくい。ヒア
リは赤く、艶があり、背中に２つの瘤がありますが、
アリグモと区別しづらい。「特定外来植物」オオキン
ケイギク（５～７月）は生態系に影響を及ぼすので、
見つけたら連絡を頂きたい。栽培禁止です。キバナ

コスモス（６～１０月）との区
別は咲く時期と葉で判断し
ます。「侵略的外来種／要注
意外来生物」アメリカオニ
アザミ、ナガミヒナゲシ、
オオフサモ（アマゾンから
アクアリウム用に仕入れた
もので、根から取らないと
増える）。「特定外来生物」
セアカゴケグモは体長１ｃｍ、
足まで入れると３ｃｍ。豪州
原産。Ｈ２６年、川越で確認。昨

年、日高で発見。見つけたら踏みつぶして下さい。刺
されると吐き気や痙攣を起こします。他にカミツキ
ガメ、ガビチョウ、ウシガエル、コクチバス、等。
　巣から落ちたヒナは拾わない事。鳥獣保護管理法
により許可無く捕獲して飼う事は出来ません。足環
の付いたハトは団体または市に電話して下さい。鳥
インフルエンザは県が判断するのですが、１０羽以上
野鳥が死んでいたら報告して下さい。１０羽未満でも
疑われるのはカモ、ハクチョウ、ツル、サギ、カワ
ウ、タカです。４～１１月はハチ（キイロスズメバチ）
の駆除の問い合わせが多く、年に５０件位、防護服の
貸出しを行っています。
　希少植物としてはハンノウザサ、ハンノウツツ
ジ。天覧山の谷津田では国蝶のオオムラサキが夏の
わずかな時期だけ見られます。キンラン（レッドリ
ストに記載）、カヤネズミ、ホトケドジョウ、トウ
キョウサンショウウオ、ホタル、等。
「景観緑地」飯能・西武の森（西武鉄道）１２９ｈａ。
「緑のトラスト保全事業」割岩橋から矢久橋までを
県が保全しています。他に啓発ポスター、ヤマメ・
ウグイの放流等も実施しています。
●地球温暖化編
　地球の平均気温は現在１４℃。気温が高くなるの
は温室効果ガスにより熱が逃げにくくなっているた
めです。１００年前に比べて海面は１９ｃｍ、気温は
１．１℃上昇しました。今後、最大で４．８℃まで上
がるかもしれません。平均気温が２℃上がると海面
は約５０ｃｍ上がり、１ｍ上がると南アジアの島国の
８０％近くが住めなくなってしまいます。夏が暑く
なると熱射病、マラリア、コレラ等の感染症が流行
し、死亡率が上がる事も心配されています。スーパー
台風、ゲリラ豪雨等も発生しています。海水温が３０
℃以上になるとサンゴが白化、死んでしまいます。
米が白濁し、赤いリンゴが白くなってしまいます。
　これから私達に出来る事は「エコマーク」の付いた
商品を買う（約５万件あります）、マイバッグ等を持
つ、地産地消、省電力。家庭でエネルギーを一番多く
使うのは「お湯」で、テレビの３００台分を消費するそ
うです。ごみは分別してリサイクル、使い捨てカイ
ロは使わない。節水。公共交通機関の利用。エコド
ライブ。グリーンカーテン。夏至や七夕の日の午後
８時から１０時までロウソクの火で過ごす「ライト
ダウンキャンペーン」というのがあります。６／６

「環境フェスタ」を開催予定。環境省の「ＣＯＯＬ　
ＣＨＯＩＣＥ」運動という取り組みも始まっています。
　皆さんが取り組みを毎日続けていく事が大事かと
思いますのでよろしくお願い致します。

月   日 当　番
［担当委員会］例会数 行　事　予　定

令和２年４月のプログラム

吉田（健）君
矢島（巌）君

［ 雑 　 誌］

［会報・広報］

吉田（武）君
山 川 君卓話「公共イメージ委員会の進捗状況」

卓話「ダライ・ラマ１４世について」

例会取消（法定休日）

地区大会振替休会予定

和泉由起夫会員

西蔵ツワン様

卓話

武蔵台病院 病院長

米山記念奨学生

２５７０地区公共イメージ委員会
　　　　　　 委員（飯能ＲＣ）

【結婚・誕生日祝】【雑誌紹介】

吉 島 君
矢島（高）君

［米山記念奨学］

（ 月間テーマ　雑誌月間 ）

飯能市の環境について
～知っていますか、あなたのまちの環境を～

飯能市役所 環境緑水課 小 川  稔 様




