
                                                     

本日の例会（第１４６３回）    ８／２４（水） 

◆ス ピ ー カ ー  会  員  横田  徳久君 

◆題    名   皮膚という不思議な世界 

次回の例会（第１４６４回）    ８／３１（水） 

◆卓話紹介会員   石黒    勉君 

◆ス ピ ー カ ー  英文情報誌アベニューズ  代表 

愛知淑徳大学等  非常勤講師 

                  佐藤  久美様 

◆題    名   多文化共生社会を目指して 

第１４６２回例会記録      ８／１０（水）晴 

◆司    会   入江由希子さん 

◆斉    唱   RS・四つのテスト 

◆ゲ ス ト 紹 介  米山奨学生  ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

梅村美知容さんゲスト  岩野   司様 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1460回例会

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  5 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  4 名

出 席 率  76.32％  出席率訂正  97.22％

会  長  挨  拶 

アホウドリ新天地プロジェクト 

会  長  半泊  與則 

鳥島から鳥が飛行機に乗って南

の島へ移住しました。鳥類史上の快

挙です。鳥の名前はアホウドリ（信

天翁）、翼を広げると2ｍ50㎝にも

なる大物。アホウドリの英名はアルバトロスです。ゴルファーにとっ

ては憧れです。従って、こちらも大物です。アルバトロスはパーから

数えて 3 打少なく終えることです。ずいぶんと飛距離が必要です。ア

ホウドリがその大きな翼で風をつかみ長距離を飛ぶ、即ち、飛距離を

伸ばす、という意味でこの名がつきました。ちなみに、パーから数え

て4打少なく終えることをコンドルというそうです。 

さて、2008年 2月 19日、伊豆諸島の鳥島から生後40日前後の 

 

ヒナ10羽がヘリコプターで350キロ南の小笠原諸島聟島へ引っ越し

ました。聟島はかつてのアホウドリの繁殖地。幼い頃に生まれ育った

島を記憶し故郷に帰って繁殖するという帰巣本能を利用した新天地へ

の移住プロジェクトです。5 月末の巣立ちまで山階鳥類研究所のスタ

ッフがこの無人島に泊り込みエサを与え続けます。2011年 2月、一

羽の若い雄が 3 年ぶりに帰郷しました。遠くベーリング海、アラスカ

付近で過ごしていたようです。帰巣本能が実証されプロジェクトにも

弾みがつきました。 

アホウドリは国際保護鳥、国の天然記念物、絶滅危惧種です。かつ

て数百万羽いたが絶滅に瀕し、現在世界でも鳥島と尖閣諸島に 2000

羽弱しか生息していません。アホウドリは繁殖期以外は海の上を飛ん

でいるか、海面で休むか、一生を海の上で過ごす海鳥です。子育ての

場は絶海の孤島、哺乳類などの外敵がいないからです。1 年に 1 個し

か卵を産みませんから雛が巣立つまでの4ヶ月間は試練の時です。 

アホウドリの悲劇は1880年代後半から始まりました。警戒心がな

く、歩くのが遅くすぐに飛び立てないアホウドリの羽毛を採って欧米

へ輸出するため八丈島から人々が鳥島へ移住、巨万の富を得たと伝え

られています。1902年、島は大噴火、移住者全員が死亡。再び移住、

この頃までに500万羽が犠牲になったと思われます。この惨劇はやが

て欧米の世論を動かし、1906 年、保護鳥に指定され、1922 年、島

民はすべて引揚げました。1949 年、米国の鳥類研究者が海上から鳥

島を調査、確認できず絶滅を宣言しました。1951 年、鳥島の気象観

測所長が偶然に十数羽を発見、以後観測を続けました。1965 年、火

山性の地震が発生、観測所は閉鎖され、島は無人となりました。鳥島

の歴史は火山噴火の歴史であり、2002 年にも噴火しました。鳥島の

別の場所に実物大のデコイをおいて繁殖地を移す計画も実施されまし

たが 15 年の歳月がかかりました。そこで、2007 年、噴火の恐れの

ないより安全な聟島に幼鳥を移し、帰巣本能を利用した繁殖地をつく

る5ヵ年計画のプロジェクトがスタートしました。 

さて、このアホウドリの惨劇と保護プロジェクト。人間は生きてい

くため、経済活動のため多くの生き物を殺します。一方で、感情を持

つ、理性を持つ人間にとってこの殺生は矛盾であり、生きていくため

の深い業です。日本人はこの矛盾に早くから気づき仏教の中の不殺生、
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生きとし生けるものへの慈悲という教えに共感もしてきました。 

ＳＦ小説のくだりにこんな話があります。宇宙から支配者がやって

来て人間以下すべての生物が支配下に置かれます。やがて多くの生き

物から人間の横暴さ、殺生が非難され人間は裁判にかけられます。宇

宙からの支配者は最終審問でこういいます。人間はその他多くの生き

物にとって役に立つか立たないか、もし役に立つという弁護者が独り

でもいたら許してやると。静まる中、小さな声で小さな蚊が恐る恐る

申し述べます。人間は役に立つ、私は彼らの血を吸って生きています

と。こうして人間は許されました。 

幹  事  報  告  

1.クラブ計画書が出来上がりましたので、お持ち帰り下さい。 

2.ガバナー事務所より（社）愛知県精神科病院協会主催の『第６回ここ

ろフェア』のご案内が届きました。受付にありますので、ご自由に

お持ち帰り下さい。 

3.次週８月１７日(水)は定款第６条第１節Ｃ項により休会と致します。

従いまして、次回例会は８月２４日(水)となりますので、お間違えの

ないようお願い致します。 

4.事務局の夏休みは８月１３日～１７日までとなりますので、よろしく

お願い致します。 

ご  案  内 

・第一回「食の会」のご案内             （発起人    半泊  與則） 

クラブフォーラム 

2010～11年度決算報告 

直前会計    赤崎  守弘 

決算書を会員に配布のうえ、説明報告が行われました。 

市内 24RC社会奉仕委員長会議に出席して 

社会奉仕副委員長    尾関  正一 

8月 2日（火）、ホストクラブ名古屋名南RCにて開催されました市

内24RC社会奉仕委員長会議の報告を申し上げます。出席者は長瀬地

区社会奉仕委員長、三浦西名古屋分区ガバナー補佐、大口東名古屋分

区ガバナー補佐、各クラブ社会奉仕委員長です。 

前年度決算報告及び今年度予算報告の説明は別紙の通りです。繰越

金が多く、本年度計画では有効に活用されるよう、各クラブへ協力要

請されました。2011～2012年度支援団体及び支援事業については、

5 クラブのみの提案であり、次年度は活発な提案を要望する旨の報告

があり、支援先は名古屋市内所在を優先して決定する、社会奉仕委員

会運営ルールに基づき審議するとのこと。当クラブも是非本年度は提

案したいものです。 

親睦活動委員会からの連絡事項 

親睦活動委員長   足立陽一郎 

今年、親睦の委員長に任命されました足立です。会員同士の親睦を

より深める方法を考えましたところ、まずはやはりクラブの例会から

だと私は思います。ロータリーの基本は「例会から」と言われますが、

私が入会した頃は、例会の中で諸先輩方を前に緊張感があり、中々会

話をする機会がありませんでした。ましてや大ベテランの会員の方に

は口も聞けないと言った感じでした。例会中は色々な報告事や卓話等

があるため、周りの人達と会話が出来る時間が限られてしまいます。

私は出来るだけ早く例会場に来て、待機室で色々な方と話をするよう

に心掛けてきました。またゴルフ友の会にも積極的に参加し、幹事を2

年間やらせていただきました。現在当クラブは 38 人の会員しかいま

せん。人数が少ないため会員同士話をする機会、コミュニケーション

をとる時間などが他のクラブよりかなり多いと思います。仕事の話、

遊びの話、家族の話など何でもいいですから会話を交わし、会員同士

の親睦を皆様自身で深められてはと思います。それがロータリーの基

本は「例会から」と言われる事ではないかと思います。 

今期の委員会としての行事ですが、例年通り12月に家族忘年会、3

月と 6 月に I.D.M.、あと 5 月に家族旅行会を予定しております。12

月の家族忘年会につきましては、今まで外部から人を呼び色々なアト

ラクション等が行われてきましたが、今年もそれなりのアトラクショ

ンを考えております。3 月と 6 月の I.D.M.につきましては、7 月、ア

パホテルでおこないましたので、今度は外部で行宇予定です。5 月の

家族旅行会につきましては、私の生まれ育った犬山市を案内したいと

思います。木曽川で行われる「日本ライン下り」と「国宝犬山城の見

学」と言ったツアーを考えておりますが、追って、ご案内します。皆

様の中で親睦に関して、ご意見、ご要望等がございましたら足立まで

お聞かせ下さい。よろしくお願いします。ありがとうございました。 

地区国際奉仕委員長会議報告 

地区識字率向上委員    横田  徳久 

会員増強について パート２ 

会員増強委員長    梶川  久雄 

ニ コ ボ ッ ク ス 

梅村美知容さん  岩野  司さんをゲストに迎えて。8/23 PM7:00 ア

イドル教室がテレビ愛知に出演します。ありがとうございます。 

足立陽一郎君    本日カミラさんがいらっしゃいます。皆さんよろし

くお願いします。 

渡邉  泰彬君   藤江博子ピアノトリオチャリティーコンサート 12 

名の方にご協力いただきました。ありがとうございました。引き続き 

ご協力宜しくお願いします。 

【クラブ計画書が出来上がりました。宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 北村紀子さん 横井    登君 入江由希子さん 

尾関  正一君 星川  直志君 柴山  利彌君 梅田    渉君 

西脇  良一君 尾關實津成君 阿部  美男君 木村  雅一君 

古川  康司君 藤原  研一君 西脇  多吉君 梶川  久雄君 

小關  敏光君 

宇都木  寧君 

伊藤  晋一君 

石黒    勉君 

赤崎  守弘君 

 

横田  徳久君 

加藤  昌之君 

 

杉浦  定文君 

加藤あつこさん 

 




