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柴田譲会長
国歌斉唱・奉仕の理想
宮岡会員 守屋会員

例会の記録

その結果、日本が「好影響」を与えている回答は 33 ヵ
国中 31 ヵ国で「悪影響」を上回り、平均すると 56％が
「好影響」となりました。（日本はこの調査で 3 年連続ト
ップを維持している）

出席報告 出席向上委員会 < 小幡直樹 委員長 >
会員数
22 名

出席者数
15 名

出席率
75.00 ％

この中で最も肯定派が多かったのが、85％のインドネ
シアでありました。ではなぜこのような高評価を得てい
るのでしょうか？

会長の時間

この疑問を解くために、やはり若干の歴史を知る必要
があります。

柴田 譲 会長

16 世紀以降、この地域に香辛料を求めて欧米人がや
ってくるようになりました。中でも 1602 年、東インド会
社を進出させたオランダは、過酷な搾取を伴う植民化
を推し進め、支配地域はインドネシアの全域に及びま
した。人口比で 0.5％にすぎないオランダ人がインドネ
シア全生産額の 65％を収奪し、その額は当時のオラ
ンダ国家予算の 1/3 に匹敵するものだったといわれて
います。
このオランダを駆逐したのが太平洋戦争での日本で、
以降のインドネシアは日本の軍政下に入りました。
1945 年（昭和 20 年）8 月 15 日、日本降伏とともに独
立を宣言したものの、日本の武装解除に乗じて植民
地支配を復活させようとするオランダ軍との間に、熾
烈な独立戦争が展開されました。
インドネシアは 4 年 5 ヵ月に及ぶ戦いの末、ようやく独
立を勝ち取りましたが、実はこの戦いに 2000 人もの日
本兵が身を投じて参戦していたのです。（日本ではほ
とんど知らされていない事実がありました）

「世界に最も良い影響を与えている国は日本」

アメリカのメリーランド大学がイギリス BBC ワールドサ
ービスと共同で実施した世論調査の結果が発表され
ました。
調査は、2005 年（平成 17 年）10 月から世界 33 ヵ国で
実施されたもので、日本、アメリカ、中国、ロシア、フラ
ンス、イギリス、インド、イランと欧州連合（EU）のそれ
ぞれについて、世界に「好影響」を与えているか「悪
影響」を与えているかを尋ねたものです。

後日談として・・・・・
終戦後 50 年目の 1995 年（平成 7 年）5 月 29 日、東
京九段の日本武道館でアジアの戦没者を悼み、日本
とアジアの将来を考える「アジア共生の祭典」が開か
れました。
この会に参加したアジア各国の代表が挨拶する中で、
インドネシアの当時スハルト大統領の特使として「サイ

デマン」は力強く語りました。

「第二次大戦中、あるいはその直後、植民地の
独立の為に私の国インドネシアでは多くの日本
の青年達が自国の独立のために闘志たちと肩を
並べて戦ってくれました。そして多くの日本の青
年がそのために命を捧げてくれました。そしてす
べての若者たちを偲びたいと思います。」
サイデマンの言葉はスハルトの言葉でもありました。
インドネシアの第 2 代大統領として 30 年に及ぶ長期
政権を率いたスハルトは、日本軍政下で組織された
郷土防衛義勇軍に加わり、日本流の軍事訓練を受け
ました。彼らが後に独立戦争軍の将校団となり、独立
の原動力となったのです。

委員会報告
・親睦活動委員会
< 小林奈保絵 委員長 >
4 月記念日のお祝い
会員誕生
江原君
結婚記念
田端君
柴田君

卓

話

ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワーク
代表理事 石田 嵩 様

本日のお客様
< 寳積英彦 副会長 >
ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワーク
代表理事 石田嵩 様

幹事報告
< 佐々木康 幹事 >
・「緑の募金」\10,000 を協力
・4 月のプログラム変更のお知らせ
ロータリーの友： 4/9 に変更
・4 月のプログラム訂正のお願い
4/2 卓話テーマ： (誤)脱酸素 (正)脱炭素
・5 月 14 日(金)の例会にガバナー補佐第 3 回目
の訪問予定

3 月 20 日(土)栗原成実会員の畑で
こども食堂に寄付する
「じゃがいもの植え付け」を行いました
栗原会員含め 8 名の会員の方に参加していただ
きました。ご協力ありがとうございました。
間引き作業や
じゃがいも掘りの際には
また、ご協力お願いいたします！
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プロフィール
1942 年（昭和 17 年）2 月 19 日
山梨県上野原市
渓流釣り
株式会社ユース 代表取締役会長
新狭山ロータリークラブ
1987 年創立会員
彩の国工業団地連携協議会会長
川越狭山工業会会長
埼玉県環境保全連絡協議会監事
入間基地退職者雇用協議会監事

NPO 法人さやま環境市民ネットワークとは
一年を通してじゃがいも畑の管理をしてい
ただいている栗原成実会員に感謝感謝です。
いつもありがとうございます！
受贈会報
・所沢西ＲＣ
回
覧
・ＲＩ日本事務局より「在宅勤務のお知らせ」
・米山梅吉記念館「館報」
「賛助会員入会のお願い」
・入間南 RC より「例会変更のお知らせ」

狭山市が新しい『狭山市環境基本計画（平成１５年
３月）』を策定する際、市民多数の参画のもとで策定
作業が行われたことが契機となり、平成１５年１２
月、行政と協働して計画の具現化をめざす市民組織
として任意団体「さやま環境市民ネットワーク」が
発足しました。それ以来、緑・川・ごみ減量・温暖
化対策の４つの分科会が中心となり、積極的に 環
境保全に関わる活動を展開してきました。市民の理
解を得て、会員は２００余名を数えるまでになりま
した。
しかし、環境問題が深刻さと複雑さを増す状況のも

とで、
『狭山市環境基本計画』の基本理念である“人
と自然が共生し、地球環境の保全とともに環境負荷
の少ない社会の実現に向け、将来世代を含む市民が
健全で豊かな環境からの恵みを享受できるようにす
る”ことを踏まえながらも、環境市民の育成とその
ネットワーク化、市民・市民団体・事業者・行政が
協働して環境まちづくりを展開していく体制づくり
を積極的に推進していくことが求められています。
そこで、
「さやま環境市民ネットワーク」の設立趣旨
にある“私たち市民一人一人が、環境に学び、環境
を体験し、環境問題の改善に向けて行動する「環境
市民」となり、環境にやさしいまち・暮らしの実現
のため、主体的かつ積極的に行動していく”という
目的の意味を再認識しつつ、組織の自立性・自律性、
主体性、透明性、さらには行政や事業者との協働性
をより高めていくために、任意団体から特定非営利
活動法人へと移行することとした次第です。
なお、法人としての目的は、
「主に狭山市の市民・市
民団体・事業者・行政が協働し、環境まちづくりを
推進することにより、将来にわたり持続可能な循環
型社会の構築に寄与すること」とします。

取り組み
1.
2.
3.
4.
5.

環境に係る情報提供・情報交流
環境に係る教育・復旧啓発
環境活動に係る市民・市民団体・事業者・行政
の連携及び協働の推進
環境活動を行う市民・市民団体・事業者への相
談助言及び支援
環境に係る調査研究・提言

会報誌「さやか」
「さや環境リポート」として発行開始後
No.16 より「さやか」にリニューアルしました。
No.1
No.55（最新号）

2021 年 2 月 9 日

脱炭素チャレンジカップ
2021 年環境大臣賞金賞受賞
2010 年から取り組んだマイタウンソーラー発電の設置
とこれに伴う様々な環境教育普及活動でマイタウンソ
ーラー発電普及啓発活動が評価され・・・・

脱炭素チャレンジカップ 2021 で「さや環」は市
民部門で環境大臣賞金賞を受賞しました！
狭山市の環境団体を紹介
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

水野の森里山の会
緑のトラスト狭山
新狭山ハイツ緑化推進本部
わくわく自然園を守り育てる会
稲荷山・山ゆりの会
財団法人埼玉県生態系保護協会狭山支部
平野の森を大切にする会
菅一ガーデン花の会
西口花壇の会
だいこんの会
東急入間川まちの緑を守り育てる会
さやまっちガーディナー
山王塚の森を守る会
非営利団体狭山げんきファーム
新狭山ロータリークラブ
ＮＰＯ法人ジョイライフさやま
入間川の岸辺を美しくする会「左岸」
柏原の清流を復活させる会
不老川をきれいにする会
不老川流域川づくり市民の会
狭山自然環境の会
さやま太陽光発電クラブ
活！入間川・隣組
狭山明社鳩の会
狭山まちづくリストの会
ＮＰＯ法人狭山市の高齢社会を考える会
花と緑の会
新狭山あじさいサポート隊
狭山市倫理法人会
四季の花ほりかね
川越狭山工業会

ＮＰＯ法人さやま環境市民ネットワークは、
狭山市の市民・市民団体・事業者・行政が協働し
環境まちづくりを推進する事により
将来にわたり持続可能な循環型社会の構築に
寄与する事を目的に

緑の保全・創出
川の再生
ごみ減量
温暖化対策
等の環境保全活動に日々取り組んでおります！

高田君
渡邉君

NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理事 石田嵩様
NPO さや環のＰＲをさせていただき有難
うございます。本日はよろしくお願いい
たします。
柴田君
コロナ禍での連続の例会です。引きつ
づき例会参加いただきありがとうござ
います。又、小生の結婚 51 回目を迎え
ます。長くつづいたものだと思ってお
ります。
佐々木君 新狭山 RC 石田様、本日はお忙しい中よ
うこそおいでくださいました。本日の
卓話楽しみにしていました。よろしく
お願い致します。
寳積君
NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理
事 石田嵩様、御多忙の中、ようこそお
いで下さいました。卓話たのしみにし
ております。
稲見君
NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理
事 石田嵩様、ようこそ狭山中央 RC へ
おこし下さいました。今日のお話し楽
しみです。
菊田君
NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理
事 石田様、いそがしい中に狭山中央
RC 例会の外来卓話出席いただきまして
ありがとうございます。2021 年環境大
臣賞金賞受賞のお話したのしみにして
おります。
小林君
石田さま、ようこそお越し下さいまし
た。今日も稲荷山公園を散歩しながら
参りました。桜ふぶき、花びらのじゅ
うたん、たんぽぽ、雑草のうちでしょ
うか、かきどうしの小さな花と嬉しい
気分でやってまいりました。
小島君
NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理
事 石田嵩様、ようこそおいでいただき
ました。本日の卓話宜しくお願い致し
ます。
小幡君
3 月 2 回連続欠席申しわけありません。
今日は桜見の良い定会です。
小幡君
妻が 77 才の誕生日を迎えました。健康
そのもので大変元気です。
清水(武)君石田さん、環境大臣賞金賞受賞おめで
とうございます。
田端君
さやま環境ネット石田嵩様、この度の
脱炭素 2021 年チャレンジカップ優勝
おめでとうございます。環境問題はこ
れからの課題と思っております。本日
はありがとうございます。
田端君
結婚 48 年でしょうか。お祝いありがと
うございます。

妻の誕生日の祝いありがとうございま
す。
NPO 法人さやま環境市民ﾈｯﾄﾜｰｸ代表理
事 石田嵩様、狭山中央 RC へお越し頂
き有難うございます。本日の卓話を楽
しみにしておりました。どうぞ宜しく
お願い致します。

定例理事会（例会終了後）






5 月、6 月のプログラムについて
承認
6 月の夜間例会開催について
新型コロナウイルスの感染状況を鑑み 5 月の
理事会で決定する
次年度の役員・理事について
承認
米山奨学生グエン･フォン･マイさんについて
4 月の例会に出席要請
奨学金は例会出席時に手渡し

◆ 次の例会 ◆

4 月 16 日（金）
例会取り止め
4 月 23 日（金）
第 2 副 SAA：佐々谷会員 清水(武)会員
会員卓話：菊田邦彦会員
4 月 30 日（金）
例会取り止め

