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■お祝い

■出席報告
会 員 数
本日の出席率

34 名
100％

本日の出席数
修正出席率

ひな祭り

29 名
96.30％

■他クラブ出席者
桜田（横浜港南台 RC）、増田（地区）
五十嵐、新川（岩沼 RC）
■ビジター
渋谷

一郎様（横浜西 RC）

柳沼

芳光様（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
松嵜

左より川瀬会員、桜田会員

二宮会員

漆原会員

■会長報告

尚紀様 （横浜市環境創造局動物園課）

■ 3 月誕生記念祝

１）先週は IM へ参加のため、移動例会となり
ました。ご出席いただいた皆様、ありがとう
ございました。そしてお疲れ様でした。テー
マは、横浜の歴史と未来を語るということで、
横浜市旭区を活動地域とする当クラブとして
は、常に横浜を意識していかなければならな
いのであり、その意味では、IM の内容を今後
に生かしていければと思います。
２）３月は、識字率向上月間です。今の我国
では考えられない問題ですが、また、１つの
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在籍３年未満の会員 会長 幹事 研修委員長

クラブの活動で取り上げるには難しい問題で
すが、識字率向上が RI の特別月間となってい

大野ガバナーから「双方向的なセミナーに

るという現実があるのです。そして、特別月

したい」、川野地区研修委員長から「ロータリー

間が大きく変わる次年度以降にも引継がれて

の変化を学び、親睦を大切にしてクラブの活

いるのです。このことを、思い起こせという

力にして欲しい」旨の挨拶で始まる。
財団学友石川義弘氏（横浜市立大学大学院

ことだろうと思いますし、チャンスがあった
ら立ち上がれということだろうと思います。

医学研究科循環制御医学主任教授）による「日

まだ世界には、字が書けない多くの人がいる

本を動かす学友達

のです。

世界の人材」をテーマにした特別講演、上澤・

３）３月の別名は、弥生です。中旬位までは、

露木両パストガバナーによる「研修の重要性」、

ロータリー財団が育てる

「戦略計画の目標」の講義、その他グループディ

まだ寒々とした日が続くのだろうと思います

スカッション等がありました。

が、萌え出た草木がいよいよ生い茂るという

なお、新会員の知りたいこと／学びたいこ

ことで、「いやおい」から「やよい」に転化し
たとのことです。他の別名に、花見月とか、

とアンケートでは、「ロータリーの哲学」「職

桜月とかいうのもあり、下旬からはいよいよ

業奉仕」「他クラブの活動内容」が、上位を占

春になります。

めました。今後の参考に致します。

３月３日は、桃の節句、上巳の節句です。

■親睦委員会

女の子の幸せと成長を祈り、祝う日です。も

１）この指とまれ！

ともとは、中国で上旬の巳の日に川で身を浄

３月 21 日㈯男の料理教室

める禊ぎがあり、平安時代に日本に伝わり、

市川

慎二

カナエルさんの厨房施設をお借りして、市

川に人形を流して厄災を祓う流し雛の風習と

川と一緒に料理を作りましょう。内容は洋食

なり、他方京の貴族らの子女の人形遊びが庶

をメインに料理を作り、ビールやワインを飲

民に伝わり、この２つが合わさって、３月３

みながら、歓談しましょう。女性会員、ご家

日の桃の節句に、女の子のお祝いの儀式とし

族の方もご参加をお待ちしております。参加

て人形を飾る風習が定着したのです。彩り華

者の準備としましてご自分で飲まれるお酒な

やかなちらし寿司とはまぐりの吸いもので、

り、ワインをご持参下さい。
料理教室と言いましても、私は料理の世界

お祝いします。
４）本日の卓話は、横浜市環境創造局動物園

から 10 年以上離れていますし、教えるプロで

課長松崎尚紀様にお願いしました。よこはま

もありません。助言程度ですが、ステーキを

動物園ズーラシアは、平成 11 年に地元旭区上

好みに焼いて、盛り付けして、といった簡単

白根町を中心に開園して以来、わんぱくの森

なものです。どうぞお気軽にご参加いただき

ゾーンや熱帯雨林ゾーン等の拡張を続けられ、

たいと思います。

本年４月 22 日には、アフリカのサバンナエリ

２）岩沼 RC との親睦旅行
５月下旬から６月中旬の間で企画していま

アが全面開園とのことです。お忙しい中、ま
た突然の卓話の依頼にもかかわらず、お引き

す。ご参加をお願い致します。

受けいただきました。楽しいお話を期待して

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

います。

渋谷一郎様 ( 横浜西 RC) ／本日はメーキャッ

■地区ロータリーセミナー受講報告

プさせて頂きます。これからよろしくお願い

研修委員長

関口

申し上げます。

友宏

日時

２月 22 日㈰

柳沼芳光殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／本日はメーキャ

場所

聖光学院中高等学校

プに伺いました。お世話になります！！
増田嘉一郎／①横浜市環境創造局松嵜様、卓

対象者
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話をお引受け頂きありがとうございます。楽

RC 渋谷さん、ようこそ。

しみにしています。②渋谷様、柳沼様、よう

佐藤

こそいらっしゃいました。

ございました。

漆原恵利子／①横浜市環境創造局動物園課松

二宮

嵜様、ご多忙の中、本日はありがとうござい

ています。

ます。卓話、興味深いです。②横浜西 RC、富

関口

士見学園理事長渋谷様、瀬谷 RC 柳沼様、よう

お願いします。

こそいらっしゃいました。よろしくお願いい

五十嵐

たします。

席して参りました。会長は巫女、幹事は神官

吉原

則光／３月スタートの例会、素晴らし

の衣装を着ての演出、そして日本舞踊のプロ

い会でありますように。松嵜様、ご多用のと

グラムで大変盛況でした。皆様によろしくと

ころ卓話いただき有り難うございます。楽し

申しつかって参りました。

みにしております。

■岩沼 RC のお雛様のお祝い

安藤

利明／誕生日祝いを頂きまして有難う
登／松嵜様、本日の卓話楽しみにし
友宏／松嵜課長、本日の卓話よろしく
正／昨日、岩沼 RC のひな祭りに出

達雄／松嵜さん、本日はお忙しい所、

卓話にお越し頂き有難うございます。ズーラ
シアのお話楽しみです。
桜田

裕子／暖かくなってきました。春はす

ぐそこまで来ています。楽しい企画で春を楽
しみましょう。
福村

正／①秋内さん、先日の商店街イベ

ントに来ていただき有難うございます。次回
は３月 29 日㈰でフリーマーケットが大勢参加
しています。②青木さん、代理出席有難うご
ざいました。
市川

慎二／①誕生日祝いを頂き、ありがと

うございます。今月よりやっと 40 代の仲間入
左から松尾幹事、小野会長

りです。②柳沼さん、渋谷さん、ようこそお
越し下さいました。③松嵜さん、卓話宜しく

■卓話 「横浜動物の森公園について」

お願い致します。

○卓話者紹介

二宮麻里子／①松嵜様、本日は卓話よろしく

友宏

よこはま動物園ズーラシア「アフリカのサ
バンナ」が、４月 22 日にオープンします。

お願い致します。②柳沼様、渋谷様、ようこそ。
安藤

関口

公一／①松嵜様、卓話宜しくお願い致

タイムリーで、大変興味がありますので、

します。②渋谷様、柳沼様、ようこそ。③ラ

本来、私が卓話当番ですが、二宮登さんのご

グビー日本選手権のヤマハ優勝を祝して。両

紹介で、横浜市環境創造局公園緑地部動物園

軍合わせて 11 名の後輩が頑張っていました。

課長、松嵜尚紀さんにお話をして頂く事にな

田川

りました。課長、宜しくお願いします。

富男／誕生日祝いを頂きまして、誠に

ありがとうございます。まだまだ若輩ですが、

【横浜市立

よこはま動物園整備概要】
松嵜

宜しくお願い致します。
倉本

宏昭／①松嵜様、本日の卓話よろしく

尚紀

○横浜動物の森公園とは ?

お願いします。②渋谷様、柳沼様ようこそ。

横浜市の中心部から北西約 10 ㎞、旭区から緑

斉藤

善孝／①松嵜様、本日の卓話よろしく

区にまたがる丘陵地に建設している都市公園

お願いします。②瀬谷 RC 柳沼さん、横浜西

です。国内最大級の動物園と植物公園からな
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動物のことを楽しく学べる場として計画され
ました。又、日本初の本格的な希少動物の繁
殖の場として繁殖センター（非公開）を併設
しています。
○よこはま動物園の特色
来園者にあたかも動物の生息地を訪れたか
のような臨場感をあたえる「生態展示」を導
入しています。園内を世界の気候帯、地域別
に８つのゾーンに分けて、動物、植物、人の
文化を織り交ぜながら、個々地域の雰囲気を
り、完成時には、横浜市北西部における市民

つくり、動物の生息環境の情景を演出してい

のレクリエーションや緑の拠点となります。

ます。

○横浜市の動物園

○よこはま動物園の展示動物
約 105 種 728 点で、オカピ、インドライオン、

はじまり～昭和 24 年３月、横浜市主催の日本
貿易博覧会の第１会場に野毛山公園が選ばれ、

ドウクラングール、カンムリシロム、スマト

公園の一部にクマ、キツネ、タヌキなどの動

ラトラなど珍しい動物たちに出会うことがで

物を３ヶ月にわたり展示しました。この博覧

きます。種の保存を行っていくため、展示動

会閉会後、これらの動物にインド象、日本猿

物の約４割は希少動物で、絶滅の危機にある

などを加えた動物園と遊園地地区を「野毛山

野生動物保護の大切さを伝えています。楽し

遊園地」として昭和 26 年４月１日に開園しま

く動物たちのことを見て、知って、学んでも

した。

らえる「ガイドツアー」など様々なイベント
を行っています。

現在、横浜市には３つの動物園と１つの分

○新設ゾーン「アフリカのサバンナ」

園があります。
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や岩山がある東アフリカの風景を再現し、そ
の中を歩きながら、走るキリン、群れをなす
シマウマ、勇荘に歩くクロサイといった動物
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たちに出会えます。
○湿地帯エリア・草原エリア
平成 27 年４月 22 日公開予定

㸦࢜࢝ࣆࠊࢸࣥࢢࢨࣝࠊ
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る湿地を思わせる水辺を整備します。
5

分園

コピエ（岩場）を再現、サバンナの中で動

万騎が原ちびっこ動物園

物たちの隠れ家や生息地となる岩場の雰囲気

○よこはま動物園の位置

が感じられるエリア。

緑区と旭区にまたがる丘陵地で整備してい
る横浜動物の森公園の中に位置しています。

広大なサバンナを思わせる草原を整備し、草

この公園は緑の七大拠点の一つである三保新

食獣と肉食獣を群れで見られるように混合ま

治地区 800 ヘクタールに位置しています。

たは近接展示を行います。

○よこはま動物園のコンセプト

■次週の卓話
3/11 ㈬ 「最近の金融情勢」

横浜市を代表する総合的な動物園として「生

北田

命の共生、自然との調和」をテーマに子ども

英治様（浜銀総合研究所調査部部長）
週報担当

からお年寄りまで幅広い年齢層の人が自然や
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  ᗈ࡞ࢧࣂࣥࢼࢆᛮࢃࡏࡿⲡཎࢆᩚഛࡋࡲࡍࠋⲡ㣗⋇⫗㣗⋇

ⲡཎ࢚ࣜ㞄᥋ࡋ࡚ࠊࢧࣂࣥࢼࡢ㞵ᮇ⌧ࢀࡿ‵ᆅࢆᛮࢃ
ࡏࡿỈ㎶ࢆᩚഛࡋࡲࡍࠋ 

ࢆ⩌ࢀ࡛ぢࡽࢀࡿࡼ࠺ࠊΰྜࡲࡓࡣ㏆᥋ᒎ♧ࢆ⾜࠸ࡲࡍࠋ
 ⲡࡢࢼࣥࣂࢧڦཎ
 ࢧࣂࣥࢼࡢⲡཎ࡛ࠊ⩌ࢀࢆ࡞ࡋ࡚ᬽࡽࡍື≀ࢆぢࡽࢀࡿ࢚ࣜ࡞ࡾࡲࡍ

‵ڦᆅᖏ
 ‵ᆅ㏆࡙ࡁ㺂Ỉ㝿ࡽⲡཎࡢື≀ࢆほᐹ࡛ࡁࡿ࢚ࣜ࡞ࡾࡲࡍࠋ

ࢩ࣐࣐࢘
ⲡཎ࣓࣮ࢪ

ⲡཎ࢚ࣜࡽࢡࣟࢧᒎ♧ሙࠊ‵ᆅᖏ࢚ࣜࡢ࣓࣮ࢪ

‵ᆅᖏ࢚࣓࣮ࣜࢪ

Photograph by
George Veltchev

Photograph by Chris Johns

࢚ࣛࣥࢻ

ࢳ࣮ࢱ࣮
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ࢡࣟࢧ

࢟ࣜࣥ
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