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髙 橋　　浩
滝 澤　　勇
鈴 木 茂 男
前 島 憲 司
小 林 秀 男

2018～2019　国際ロータリー会長　バリー・ラシン

インスピレーションになろう

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊事業所開設
　本多正彦君（27日）
　髙橋　宏君（4月1日）
　鈴木茂男君（4月1日）
　芳澤　渉君（4月1日）

＊会員誕生日
　柳田純昭君（29日）
　前田賢一君（4月1日）

点鐘　…髙橋　浩会長

斉唱　…我らの生業

ゲスト紹介

日本生命保険相互会社 新横浜支社
横浜青葉営業部 営業部長

鈴木翔太様

厚木もみじライオンズクラブ様

公益財団法人かながわトラスト
みどり財団みどり森林課長

豊丸敏秋様

コーディネーター 佐々木瞳様

第2830回例会（3月19日）☆司会　会田義明SAA

今日の例会（2019 年 3 月 26 日）

「自動車保険損害サービス対応における
『映像証拠』の重要性」

担当：畑中雄太君
講師：東京海上日動火災保険㈱

厚木損害サービスセンター所長 小野口靖様

次回の例会（2019 年 4 月 2 日）

「春の親睦例会（移動例会）」
担当：親睦活動委員長 栗原良幸君

会場：七沢玉川館
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山口祐代様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・第53回神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上

野杯）のご案内
2019年4月9日(火)　湘南ローンテニスクラブ

・「ロータリーの友」特集用情報提供のお願い
・ロータリー情報冊子のご案内

インターアクト海外研修報告書
交流（2019年第20号）
春の神奈川献血キャンペーン　ポスター

・2019-20年度地区役員・委員会委員　ご就任委
嘱の件
地区クラブ管理運営委員会 委員 森住　等
地区会員増強・会員維持委員会 委員 髙橋　浩

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・ハイライトよねやま　Vol.228

◎厚木市社会福祉協議会　より
・「社協あつぎ」第153号

◎第8回あったいいなこんなロボットコンテスト
2019　より

・審査委員長　お礼

幹事報告

◎例会変更
・海老名欅RC

3月21日（木）→　休会（クラブ定款による）
4月25日（木）→　4月21日（日）移動例会

海老名少年少女ミニバスケットボール大会
・厚木県央RC

4月28日（日）公開例会　→　4月26日（金）通常例
会辺変更

5月3日（金）　→　休会（定款第8条第1節により）

委員会報告

◎親睦活動委員会
4/2の春の親睦例会は七沢温泉で行います。ご参加
よろしくお願いします。

◎ゴルフ同好会
第106回親睦ゴルフコンペ 4/4（木）本厚木CCで開
催致します。
5/23（木）厚木国際CCにて厚木4クラブ合同親睦ゴ
ルフコンペを開催致します。

スマイル

髙橋　浩会長・鈴木茂男幹事
3月5日創立例会、多数のご出席ありがとうございま
した。このたび、近藤会員と髙野会員が人事異動でご
転勤になります。おふたりには大変お世話になりま
した。ありがとうございました。本日かながわみどり
財団の豊丸様、佐々木様、山口様、卓話よろしくお願
いたします。

髙橋　浩君
誕生日お祝い品ありがとうございました。

黒栁告芳君
金井さん、オイル交換ありがとうございました。前田
さん、赤坂では大変お世話になりありがとうござい
ました。2件まとめてスマイルします。

黄金井陽介君
入会記念のお祝いありがとうございます。あっとい
う間の一年でございました。貴重な時間と経験をさ
せていただきありがとうございます。今後ともどう
ぞよろしくお願い致します。

福原譲二君
家内の誕生祝いありがとうございます。厚木ロータ
リークラブからのお祝いが届いたと、とても喜んで
おりました。感謝です。

飛鳥田功君
近藤さん、髙野さん、お世話になりました。またどこ
かでお会いできればと思います。後任の鈴木さんよ
ろしくお願いします。

近藤憲司君
私事ですが、異動内示を受け平塚総合営業部に異動
となりました。3年間本当にお世話になりました。平
塚に行っても皆様に教えて頂いたことを胸に元気に
頑張ります。後任の鈴木も何卒よろしくお願いしま
す。

髙野昌伴君
3年間大変お世話になりました。なかなかお役には立
てませんでしたが、私にとって貴重な経験をさせて
頂きました。本当にありがとうございました。
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例会　卓話「緑の募金運動について」

担当：市川信也君
講師：公益財団法人かながわトラストみどり財団みどり森林課長 豊丸敏秋様

公益財団法人
財団の事業体系

かながわトラストみどり財団事業体系かながわトラストみどり財団事業体系

機関誌、パンフレット等による広報

ホームページの充実

自然観察会等の開催

緑化協力金制度の運営

緑地保存契約の締結

トラスト緑地の保全

市町村等の緑地保全への支援

トラスト緑地活動団体への支援

みどりの実践団体の育成

地域の緑化活動の推進

樹木の配布

緑の募金の実施
森林づくり、緑化推進
緑の少年団の育成
緑化運動コンクールの実施
（公社）国土緑化推進機構等からの協力事業

○かながわトラストみどり基金（県の管理）
○財団の自主財源（寄付、会費収入）

○かながわ森林基金(県の管理)

○緑の募金

公益財団法人
緑の募金運動

緑の募金とは
森林は国民共通の財産という認識が深まり、自分たちで

守り育てようという機運が高まった、昭和25年以来「緑の羽
根募金」運動を進めてきましたが、平成7年に戦後50年を契

機として「緑の募金による森林整備等の推進に関する法律」
が制定され、「緑の募金」運動となり、
①森林の整備
②緑化の推進
③森林の整備又は緑化の推進に係る国際協力
という３本柱を行うことを目的としている。

緑の募金を行う団体としては、公益社団法人国土緑化推
進機構が中央募金を行い、都道府県知事より各都道府県
に１団体指定されており、神奈川県においては公益財団法
人かながわトラストみどり財団が行うこととなっています。

公益財団法人

公益財団法人かながわトラストみどり財団

みどり森林課 豊丸敏秋

緑の募金運動

今日のお花

カーネーション（髙橋　浩会長）
黄水仙・山ツツジ（壽永純昭君）

公益財団法人
緑の募金運動

募金期間
毎年、農林水産大臣が定めているが概ねの期間は次の

通りである。

春季募金期間 ２月１日～５月３１日
（強化月間 ４月１５日～５月１４日）

秋季募金期間 ９月１日～１０月３１日

募金目標額

２１，１００，０００円

公益財団法人
緑の募金運動

募金の種類

１ 家庭募金 ：市町村の協力を得ながら、自治会等を中
心に各家庭にお願いする

２ 街頭募金 ：駅やイベントで、店頭などで待ち行く人に
協力をお願いする

３ 職場募金 ：募金箱の設置やグループ内のメンバーに
協力をお願いする

４ 企業募金 ：企業等の法人に協力をお願いする
５ 学校募金 ：各学校内で協力をお願いする
６ その他 ：1～5にあてはまらない募金
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設置費用は無償です。飲料メーカー担当者による現地確認のうえ

ご希望のサイズの自動販売機をご用意いたします。

寄付額は毎月集計され飲料メーカーが代行して毎月「かながわトラスト

みどり財団」へ寄附してくれます。手間なく継続的な募金活動です。

自販機で購入された皆様からの募金となります。

現在「ダイドードリンコ緑の募金自販機」は県内に１６８台を設置しています。

「緑の募金」自販機設置まで

「緑の募金」自販機のシステム

公益財団法人
かながわトラスト

みどり財団

設置先 ダイドードリンコ

募金
約1%

募金
1%

自動販売機が「緑の募金」の募金箱に！

設置場所のご紹介お願いします！

公益財団法人
緑の募金直接事業

直接事業
１ 緑の祭典「かながわの未来の森づくり」

平成22年に神奈川県で開催した「全国植樹祭」を契機
にその気運を継承するために隔年に実施

平成30年5月27日（日） 箱根町元箱根 参加者248名

公益財団法人公益財団法人

中学生の部最優秀賞小学生の部最優秀賞 高校生の部最優秀賞

直接事業

３ 緑化運動・育樹運動コンクール
県内の小・中・高校等へ周知し実施

緑化運動・育樹運動コンクール

公益財団法人
緑の募金使途

募金使途

緑の募金運営協議会及び財団理事会の議決を経て決定し
、県内の森林整備活動や緑化の推進など、当財団が直接実
施する事業や学校・団体等が行う事業への支援を行ってお
ります。また、中央である国土緑化推進機構を通じ被災地域
の復旧・復興に一部活用されています。

公益財団法人
緑の募金直接事業

直接事業
２ 森林保全活動

広く県民を募集し、年2か所で活動を行う

平成30年６月９日（土） 南足柄市内山（県立21世紀の森）
参加者40名

公益財団法人
緑の募金直接事業

直接事業
４ ジュニアフォレスター教室の開催

次世代を担う子どもを対象に森林や川の探検、キャン
プ林業体験など様々なプログラムを実施し森林や自然
への関心を高める

公益財団法人
緑の募金支援事業

支援事業

１ ふれあい緑化事業
市町村や地域グループによる公共的な場所での緑化
活動への支援

２ 学園緑化推進事業
緑の募金協力校が実施する緑化活動への支援

３ 指定校緑化事業
緑の募金への協力を行い、積極的に緑化活動に取り
組む学校への支援

４ 丹沢大山再生委員会及び丹沢の緑を育む集い実行委員会への支援

丹沢での植樹や育樹活動への支援
５ 緑の少年団の育成

県内に6団ある少年団への支援

公益財団法人

緑の少年団の育成
みどりを守り育てる活動をしている県内６団体の活動を支援

秦野みどりの少年団 相模原市みどりの少年団

箱根みどりの少年団

中山みどりの少年団

かまくら緑の探偵団南足柄緑の少年団

緑の少年団

公益財団法人

丹沢大山再生委員会・丹沢の緑を育む集い実行委員会への支援
丹沢での植樹や育樹活動への支援

丹沢大山への支援

公益財団法人公益財団法人

かながわトラストみどり財団へご協力ください。

１ 会員としての協力（個人・家族・法人）

２ 寄附の協力
（財団への直接、かながわトラストみどり基金への寄付）

３ 緑の募金への協力（企業募金、職場募金）

４ 森林づくり活動へのご参加

以上です。ご清聴ありがとうございました。
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退会者

近藤憲司君 髙野昌伴君

第 8 回 あったらいいなこんなロボットコンテスト

出席報告　＜会員 43 名、出席対象 40 名＞

2 月 26 日例会　　確定出席率 82.93％ 3 月 19 日例会　　出席 35 名　欠席 7 名　出席率 87.50％
＜事前メイク＞
　早嵜慶一郎君（3月13日／御殿場RC）
　米山尚登君（3月6日／地区）
＜欠席＞
　石村哲也君・髙橋　宏君・中和信治君
　丸田隆弘君・芳澤　渉君




