
幹事報告 （牛込　太一幹事）
①第 2750 地区米山記念奨学委員
会より「秋の研修旅行のお知ら
せ」が届いております。
②第 2750 地区スポーツ・文化支
援委員会より「卓話講師紹介・
パラスポーツグッズレンタルの
ご案内」が届いております。

③国際ロータリー日本事務局財団員より「寄付・認証
ロータリークラブの手引き」が届いております。
④7月 26 日ガバナー公式訪問に係る支出について「ご
報告」を作成致しました。

①ガバナーノミニー・デジグ
ネート候補者推薦について
②インターシップ ( 就業体験 )
の実施について
城所会員の青葉幼稚園が本年度
も受け入れて下さることをご了
承頂きました。

お客様紹介 （伊藤　孝一会長）
・上谷戸ホタルの会
会長　髙野　達男様

入会式
新会員氏名　山本　一隆（ヤマモト　カズタカ )

1. 新会員紹介　
2. 入会証書贈呈
3. 入会記念品の贈呈
4. バックアップメンバー紹介

5. 職業分類　所属委員会の紹介

6. 新会員挨拶

推薦者　関谷　宗道会員
伊藤　孝一会長
伊藤　孝一会長

会員増強委員長　山本　宏史

伊藤　孝一会長

山本　一隆会員

①関谷　宗道会員
③松原　一郎会員

(大分類 :学術・宗教　中分類 :教育学術研究　小分類 :保育園）
（委員会・クラブ管理運営委員会【SAA委員】）

②川島　保之会員
④渋谷　桂次会員

新会員挨拶
改めまして山本です。稲城の方に来て
からはだいぶ長く、約 30 年近く住まわ
せて頂いております。最初は、長沼の
きらぼし銀行さんの前で会社を始めま
して、そこからいろいろとやっており
ます。なかなか不慣れなところもあり

まして、皆様に教えて頂きながら、稲城の地域発展と
共に微力ではございますが、貢献できればと思ってお
ります。これからいろいろとご指導頂きますよう宜し
くお願い致します。本日はありがとうございました。

点鐘
ロータリーソング斉唱「我等の生業」
「四つのテスト」唱和

司会　田村　安久 SAA委員長
伊藤　孝一会長

全会員
秋山　裕造会員
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会長テーマ　『地域に密着した、環境にやさしい奉仕で心豊かに』
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上谷戸ホタルの会会長　髙野様　ようこそい
らっしゃいました。
軽いぎっくり腰やりました。気をつけます。
上谷戸ホタルの会会長　髙野様　ようこそ。
8月4日 (土 )日野法人会の税金ウォークラリー
がよみうりランドで開催されお手伝いとして参
加しました。暑い中 473 名程の参加者がおり
ました。
山本様入会式おめでとうございます。髙野さん
卓話よろしく。
少し暑さがやわらぎましたネ。

髙野様　卓話よろしくお願いします。
余りの暑さの為か朝顔が全く咲きません。
髙野さん　卓話よろしく御願いします。
髙野様　卓話よろしくお願いします。
昨日の台風予報でゴルフ場はキャンセル続出で
す。
髙野様卓話よろしくお願いします。山本一隆様
入会式おめでとうございます。
明日ジャンルカが来日します。皆様よろしくお

本日の合計：21,000 円　総計：192,000 円
ニコニコＢＯＸ（佐伯　智美会員）

先々週の訂正出席率 81.48％
出席報告

会員数
30 名
免除数
3名

欠席数
10 名
出席率
71.43％

出席数
20 名

免除者出席
1名

（吉田　憲司会員）

委員会報告

会務報告 （伊藤　孝一会長）

佐伯　智美
吉田　憲司
山本　宏史

坂上　秀樹
山本　一隆

願いします。
髙野様　よろしくお願い致します。
ムシ暑くなりそうです。
家族で八ヶ岳に行ってきました。すずしくて最高
でした。
暑さの後は台風ですね。
入会式を行っていただきありがとうございます。
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親睦委員会からです。9月 29日 ( 土 ) の梨もぎ家族例
会の出欠を回しますので、皆様チェックをよろしくお
願い致します。

点鐘 （伊藤　孝一会長）

卓話者紹介
（坂上　秀樹会員）

卓話テーマ 『上谷戸ホタル光の舞』

卓話者
上谷戸ホタルの会
会長　髙野　達男様

1. ホタルの復活秘話
多摩ニュータウン開発により、周辺環境が大きく変貌する
中、2006 年 1 月に地元有志 8 人が「上谷戸川にホタルを
復活させたい」との思いから、ポケットマネーを出し合い、
幼虫を購入し試験的放流を行いました。
同年 6 月、ホタルが飛んでいるところを確認した有志は、
これに自信をつけ、カワニナの確保、幼虫の調達先を確保
しました。メンバーの一人に前市長の石川良一氏がいたの
で、行政の支援が得られまして、川辺の整備と本格的なホ
タル飼育組織である上谷戸ホタルの会を立ち上げました。
2008 年には、行政が加わりホタル観賞会「上谷戸ホタル
の夕べ in2008」の開催にこぎつけました。地域おこしの一
環として、多くの人に見てもらい感動を共にしました。上
谷戸ホタルの会では、ホタルの放つ幻想的な光の舞を見て、
末永くこの光景が楽しめるよう日々がんばって活動をして
います。
ホタルと言いますと、私が小さいころ上谷戸の奥の方は、
ほとんど行き止まりの谷戸でした。ここにはホタルがたく
さん乱舞をしておりました。当時はヘイケボタルがいて、
ちょうど 8 月のお盆の頃にたくさん飛んでいました。昔は
ホタルを捕まえて、蚊帳の中に入れてホタルを楽しみまし
た。時代の流れで田んぼで農薬が使われるようになり、ホ
タルが絶滅してしまいました。また追い打ちをかけたのが、
開発で新しい町ができたことです。そんな中、上谷戸だけ

謝辞 （伊藤　孝一会長）
太陽と緑に囲まれた稲城
が大事だと思います。少
しでも環境に良い奉仕を
ということで、ホタルの
会の支援をする為には何
をしたら良いか検討する
為に今日は来て頂きまし
た。みなさんにはこうい
うことを手伝ったら良い
のではないかといった提

言を頂いて、どう支えていくか検討したいと思います。
本日は分かりやすい説明をありがとうございました。

は自然環境を残そうということで、自然が残されました。
広い面積の田んぼがある為にキレイな水があり、その結果
ホタルが暮らすことができるという状況です。
2. ホタル生育環境の見守り
(1) 水環境
ホタルの生育環境の一番は綺麗な水環境の維持です。役員
が年間を通して見守っています。
(2) ごみの不法投棄防止
上谷戸道路の川上流部付近では、時々粗大ごみ ( 家具・電
化製品 ) が捨てられています。人家が少なく、夜間は交通
量が少ないこともあり、不法投棄があとを絶ちません。川
の上流を汚すことは、ホタルの生息に大きな影響がありま
すので、不法投棄の発見に努めています。
(3) 地域住民の理解と協力
観賞会会場に隣接する場所に住んでいる方々には、交通規
制、街路灯の照度調節を行い、生活上のご不便を許容して
頂いております。また観賞期間・時間を超えての来場もあ
りますので、地域住民の協力が不可欠となっています。
(4) 協力団体に感謝
観賞会時にはニュータウン地域の自治会組織との連携を
取っています。坂浜で活動している各眼帯による会場内パ
トロールなど多くの方々にご支援を頂いていて、円滑な事
業推進ができております。
(5) 募金に感謝
観賞会事業を進めるには、幼虫購入のほか、会運営費に要
する経費が必要です。頂いた募金は感謝の気持ちを持って
大切に使わせて頂いています。
3. 今後の課題
近年ホタル観賞は全国的なブームになってきています。会
独自で飼育を試みているものの、上谷戸川全域を満たす数
の幼虫確保には至っておりません。現在では埼玉県内の業
者から幼虫を購入しております。ホタル観賞会の継続には、
幼虫の安定的な確保が必要です。

ホタルの光はとても幻想的なので、私たちは昔の風景を思
い出しながら、上谷戸地域でみなさんにホタルに親しんで
頂けるようがんばっていきたいと思っています。これから
もどうぞ皆様、上谷戸ホタルの会をご理解とご協力または、
いろんな形でご支援頂ければ嬉しく思います。今日はお招
き頂きまして大変ありがとうございました。
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ジャンルカくん来日について （今井　順一会員）
みなさんこんにちは。いよいよ
明日イタリアからジャンルカく
んがやって来ることになりまし
た。ウェルカムボードを持って
羽田で迎えたいと思います。ち
なみにウェルカムボードはホス
トファミリーの方に作って頂き

ました。23 日の例会に参りますので、その時はぜひ
温かくお迎えして頂ければと思います。
梨もぎ例会について （佐伯　智美会員）


