
                                                     

本日の例会（第１４９４回）     ４／２５（水） 

◆地区協議会報告を行います。 

次回の例会（第１４９５回）      ５／９（水） 

◆卓話紹介会員 米山記念奨学委員会  委員長  横田  徳久君 

◆スピーカー 米山奨学生 

                ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆題    名 ウズベキスタンについて 

※5月 2日(水)は休会（定款第6条第1節C項）になります。 

第１４９３回例会記録      ４／１８（水）晴 

◆司    会 石黒    勉君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

◆ゲスト紹介  

北区子ども会育成連絡協議会  会長 鈴木潤子様 

  名古屋市北区役所 区民福祉部 民生子ども課長 瀧本正樹様 

同、   民生子ども課 子ども家庭支援担当主査 蒲原貴子様 

同、   民生子ども課 民生子ども係 主事 西田知恵様 

渡邉泰彬君ゲスト  道家泰之様 

  服部祥明様 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1491回例会

欠席会員数  10名  欠 席 会 員  3 名中

出席会員数  28名  MAKE UP  3 名

出 席 率  73.68％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

男女群島 

会  長  半泊  與則 

4月の 3日から4日にかけ、春の嵐が通

過しました。春が近づくと大陸の寒気が後

退し、太平洋から暖気が北上、ちょうど日

本列島付近でぶつかり、低気圧が発生します。東シナ海、特に台湾沖

で発生します。私たちは小さい頃、台湾坊主と教えられました。海難

事故をもたらします。通常は東シナ海から日本の南岸を通過しますの

で南岸低気圧と呼ばれます。ところが、先日は日本海に入り、日本海 

 

側を北上しました。実は春一番もこのパターンです。立春から春分ま

での間にこの日本海側を通過する低気圧に南から暖かい風が吹き込み

ます。今回の低気圧は急激に発達し、関東から東北では気圧の通過と

ともに寒気が入り込み季節はずれの春の大雪をもたらしました。熱帯

低気圧が発達すると台風と呼ばれますが、今回は温帯低気圧が台風並

みに発達したものですので、台風ではなく爆弾低気圧と言うそうです。

ところで、かつて東シナ海は豊かな漁場でした。戦後、日本の漁獲生

産の約半分を長崎県が水揚げしていました。アジ、サバ、イワシなど

の青魚、大衆魚です。私の小さい頃です。その後乱獲を重ね、今では

見る影もありません。天気は西から東へ移ってきます。当時、気象台

の一番西は五島福江です。気象図を作成したことのある人はご存知で

しょう。どこどこ、南南西の風、曇り、風力何々、あのラジオ放送で

す。私は神津島にいるとき、冬になると天気図とにらめっこしていま

した。メジナをつりに磯へ行きますが、冬の西高東低のあの何本もの

線が強風をもたらします。想像を超える強風です。小笠原では台風が

発生すると小中学生が気象庁が張り出した天気図と睨めっこしてサー

フィンの大波を待っています。現在では天気図を読む人はほとんどい

ません。テレビのお天気お姉さんに頼ってばかりです。東シナ海に戻

ります。かつて五島より西の気象情報は取れませんので、当然、東シ

ナ海の情報は分かりません。低気圧や台風の動きが漁師に伝わりませ

ん。海難事故が多発しました。日常でも、運動会を前に晴れるかどう

か分かりません。教頭先生は地元の長老漁師に伺いを立てます。観天

望気といいます。自然現象や生物の行動から天気を予測します。経験

豊富な漁師は、風の動き、空気の湿り気などから天気を読み取ります。

私に出来るのはネコが顔をなでたから雨、これぐらいです。雨男、雨

女もあります。時々、行楽やゴルフで一緒になります。この東シナ海

の東端、五島から南西 60 キロのところに男女群島という島がありま

す。男島、女島など五つの小島からなります。釣り人憧れのポイント

です。イザナキとイザナミが生んだ最後の島、両児島・ふたごのしま

に比定されます。女島に灯台があります。喜びも悲しみも幾年月にも

登場しました。2006 年、ディーゼルから太陽光に切り替えられ無人

となりました。国内最後の有人灯台でした。明治の中ごろこの男女群

島近海に宝石珊瑚が発見され、珊瑚漁が始められました。400艘もの
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船が操業しました。日本の各地から或は海外からも仲買人が漁の基

地・五島富江に殺到しました。珊瑚は 1 センチ成長するのに何十年も

かかります。100メートルを越える海底を重りを付けた網で引いて取

ります。最近はロボット潜水艇も使われているそうです。明治38年、

この珊瑚漁の船を台風が襲います。1,200人が死亡しました。翌、39

年にも1,000人が亡くなっています。私の縁戚も亡くなりました。墓

は今も守っています。昭和 52 年、この珊瑚漁の基地富江出身の気象

台職員が五島新聞に連載した「五島サンゴと海難史」というこの海難

事故の記事のコピーを新田次郎に送ります。いたく感動した新田次郎

はこの資料を基に小説「珊瑚」を書きました。暖かくなったからでし

ょうか、はるか故郷に心を馳せてしまいました。 

幹  事  報  告  

1.会員の服部  保君が去る 4 月 11 日ご逝去され、4 月 13 日に告別

式が営まれました。心よりご冥福をお祈り申しあげます。 

2.来る 5月 20日(日)、北区子ども会大会が開催されます。本日は北区

子ども会育成連絡協議会 会長 鈴木潤子様並びに名古屋市北区役所 

区民福祉部 民生子ども課長 瀧本正樹様、同 民生子ども課 子ども

家庭支援担当主査 蒲原貴子様、同 民生子ども課 民生子ども係 主

事 西田知恵様をお招きしております。後程、当クラブの社会奉仕活

動事業の一環として北区子ども会大会名古屋名北ロータリークラブ

賞を会長よりお渡しして頂きます。 

3.去る4月15日(日)の地区協議会ご参加の皆様、大変お疲れ様でした。 

4.次年度委員会事業計画及び予算書の締め切りは本日までとなってお

ります。未提出の方はお早めにお願い致します。 

 

北区子ども会育成連絡協議会へ金一封贈呈 

 

会員 服部  保君の葬儀御礼のご挨拶を喪主でご長男の服部祥明様 

より頂戴しました。心よりご冥福をお祈り申し上げます。 

卓  話 

これからの言葉 

会  員    堀  美喜雄 

最近の話題でこの 4 月からの中学校教

育がゆとり教育から体育と英語に大きな

変化が現れました。私は以前から日本の

語学教育について疑問を持っていた一人です。日本は基本の日本語が

難しいため、かえって日本語が崩れてしまった。だから、こんなに経

済が発展しても日本語の普及率は低いのです。ヨーロッパでも、アメ

リカでも、基本は 3 カ国語の習得です。アメリカにおいても、ヨーロ

ッパでも、中国でも、3 カ国語が基本的な学習です。それも、物心つ

く 3～4 歳から学習させるのです。基本は会話です。昨年、中国の英

国系の幼児教育を見学しましたが、色んな国のこどもが、英語と中国

語、フランス語などを交えて語学教育が行われておりました。こんな

ところから小さいながらも語学には図々しい人間が育つのです。 

今までにあった私の周りの実例 

1. 昭和 40 年来に日本の大学生が好んでアメリカンドリームを見て

渡った時代がありました。語学をしっかり学んで渡った人は結構

外国でも人間関係を広めて相当成功しています。 

2 .東京日本橋にあった紅花のレストランの息子、彼は北米の60店

舗を日本流のステーキハウスを広げました。 

3. 同じく東京のＭトラベルの息子、彼はヨーロッパ旅行の一人旅で

海外の魅力を感じ、旅行事業の現地会社を設立し、15 年で莫大

な資産を持ち、スペイン、フランス、ギリシャなどに平均3万坪

の別荘を持ち大成功しております。勿論、彼も英語が堪能でした。 

4. この反対の実例もお話しします。語学も出来ず度胸だけで海外へ

出た人は、結局外国人との連携も出来ず、心を通じる手段もなく、

大学は出たけれど、ドライバーかお土産屋のような将来性のない

中で我慢している人もいます。 

今世界は大きく変わり、日本人が日本だけでは仕事が出来ない時代

が来ております。歯医者だってもう人口1,000人に1軒の飽和状態が

現れております。でも、語学が堪能なら何も日本の市況だけを頼りに

する必要はありません。今まさに自動車業界でも、アパレルのユニク

ロでも、はっきり言葉の必要性を認識して変化対応しております。ユ

ニクロ銀座店は外国人の従業員で、日本語と 6 カ国語を前面に出し世

界一を狙っています。 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉  泰彬君    ゲストに道家泰之さんをお迎えして。 

梅村美知容さん  堀さんの小唄の会に行ってきました。 

おめでとうございます。 

堀  美喜雄君    おしゃべりさせていただきます。 

【本日は北区子ども会の皆様をお迎えしております。】 

半泊  與則君 尾関  正一君 足立陽一郎君 岩田  満治君 

北村紀子さん 藤原  研一君 横井  尚啓君 木村  雅一君 

横井    登君 西脇  多吉君 石黒    勉君 星川  直志君 

柴山  利彌君 加藤  昌之君 尾關實津成君 柘植  勝介君 

山田  浩二君 

杉浦  定文君 

 

古川  康司君 

横田  徳久君 

 

伊藤  晋一君 

西脇  良一君 

 

小關  敏光君 

梅田    渉君 

 




