
                                                     

 

本日の例会（第１５０２回）    ６／２７（水） 

◆夜間例会及び I.D.M.を行います。 

次回の例会（第１５０３回）      ７／４（水） 

◆新年度第1回例会を行います。 

第１５０１回例会記録    ６／２０（水）薄曇 

◆司    会 杉浦  定文君 

◆斉    唱 RS・それでこそロータリー 

出 席 報 告 

会 員 数  40名  前々回訂正  1499回例会

欠席会員数  6 名  欠 席 会 員  4 名中

出席会員数  34名  MAKE UP  4 名

出 席 率  85.00％  出席率訂正  100％

会  長  挨  拶 

鰻 

会  長  半泊  與則 

日本のウナギは秋、台風な

どによって増水した川を下り、

翌年の 5～8 月に遥か南のグ

アムに近い西マリアナ海嶺・

スルガ海山の深さ 200Ｍ前

後の海域にたどり着き、新月の直前にここで産卵します。やが

て、孵化した卵はへんてこな姿をした幼魚から変体を繰り返し、

北赤道海流から黒潮へ乗り換え、シラスウナギ・稚魚となって

12月から4月にかけて日本の沿岸にたどり着きます。長い間

回遊してやっと上陸しようとすると網が待ち構えています。今

年は 1Ｋｇが 100 万円しました。このシラスウナギを池にい

れ、養殖します。天然モノは消費の 1％、99％が養殖モノで

す。因みに、鯛は18％が天然、82％が養殖です。これも驚き

ですね。 

 

 

近年、国内でのシラスウナギの不漁により価格が高騰、頼み

の台湾産や中国産も同様で業者は悲鳴を上げています。そして

なんとアフリカ産のシラスウナギの輸入が確認されました。も

し池から逃げ出して日本に住み着き、しかも日本ウナギより餌

をとるのが上手くて喧嘩も強かったら日本ウナギは滅んでし

まうのではないかと、心配している学者もいます。ウナギは日

本ウナギの他、ヨーロッパウナギ、アメリカウナギなどいくつ

もの種・亜種が世界中に住んでいます。東アジアに棲んでいる

のは日本ウナギです。台湾、中国産も日本ウナギです。フィリ

ピン産は他の種が多いそうです。 

現在、日本のウナギ需要の 70％から 80％は中国などから

の輸入ものです。加工品が圧倒的ですが、活鰻も中国、台湾か

ら輸入されています。しかも、薬品漬けで問題となった昔と違

って現在、市場関係者の間では中国産ほうが品質は上と言うこ

とです。どうしてか、日本の養殖は狭い池でしかも6ヶ月とい

う短期間で出荷します。あちらは、大きな池で1年かけてのび

のび育て、中には一度出荷したら池底を削るそうです。管理も

徹底しています。勿論、日本の商社初め輸入業者の指導でしょ

う。 

日本、台湾、中国でシラスウナギの資源枯渇が大きな問題と

なっています。すでにヨーロッパウナギは資源保護のため捕獲

禁止になっています。ウナギ消費大国日本にとって切り札は卵

から成魚までの完全養殖ですがまだまだ技術の目途は立って

いません。なにしろ、やっと産卵場所を突き止めたばかりです。

当面はシラスウナギの管理を徹底し、資源の保護を図るしかあ

りません。そこで目を付けられたのが天然ウナギです。中でも、

産卵に向かう銀ウナギと呼ばれる（ウナギは大きくなると銀色

になります）親ウナギの捕獲禁止です。できるだけ産卵に向か

う親ウナギを増やそうと言うことです。捕獲禁止だけでなく魚

道を設けるなど川を下れるような環境整備も必要です。ところ

がこの天然ものとても高額です。天然物のウナギ漁師さんの理

解が得られるか。 
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考えてみると、ウナギは不思議な魚です。あまり泳ぎは得意

なようには見えませんが、小笠原海流に乗ってはるか南の海へ

出かけます。この海流かつて江戸時代には遭難船を小笠原に漂

流、不時着させた海流です。私が小笠原に居た時、四国沖で漁

船が遭難、行方不明になりました。それから数ヶ月、操船室の

壊れたその漁船は小笠原の北で見つかりました。乗っていた父

と息子は見つかりませんでした。やはりこの海流は存在します。

この海流の存在をウナギはどうして知ったのか。なぜ長い時間

をかけて遥か遠くのスルガ海山まで行くのか。そこへオスとメ

スの大勢のウナギが集まり、何を議論しているのか。何とも不

思議です。そこでこの７月、有人潜水調査船・しんかい6500

が産卵するウナギの行動を観察する計画だそうです。勿論、新

月の直前です。 

ウナギは不思議に満ちています。私たちはこの不思議な命を

世界で一番食べています。この夏の土用の丑の日には、今年は

７月 27 日です、ウナギの不思議な一生に思いを馳せながら、

お前さんもはるか遠くの海から遣ってきて、またこれから遠い

南の海に帰るのか、大変だなあと語りかけ、感謝しながら食べ

ましょう。 

幹  事  報  告  

1.次会例会(6/27)は本年度最終の夜間例会及び I.D.M.になっ

ております。午後5時00分より受付、午後5時30分より

例会、引き続き I.D.M.を「ザ・カワブン・ナゴヤ」にて行い

ますので、お間違えのないようお願い致します。尚、ご出席

の方には地図を同封致しましたので、よろしくお願い致しま

す。 

委 員 会 報 告 

・セントラル愛知交響楽団コンサートのご案内 

（親睦活動委員    山田  浩二） 

卓  話 

私と少林寺拳法 

会  員    古川  康司 

私が、平成15年 6月、名

古屋名北ロータリークラブに

入会させて頂き、丸九年となり

ました。これは、私が少林寺拳

法を通じて高橋法昇先生（少林

寺名法道院道院長、元名古屋名北RC会長、後退会）と出会い、

少林寺の教えを学ぶ事で、人として大きく成長させて頂いたお

かげと、日々、感謝しております。 

 少林寺との出会いは、今から27年前、私が22歳の頃です。

チンピラにからまれたときに負けたくないとの思いから入門

したものの、何をやっても三日坊主で続かなかった私が、27

年もの間継続しているという事は、大変な事だと思います。こ

れは、少林寺の教えの奥深さ、精巧な技への探求心、それより、

なにより、師匠であります高橋法昇先生の素晴らしさに尽きる

と思います。 

 我が尊師、高橋法昇先生は、昭和37年9月、小牧航空自衛

隊の中で支部を作られました。開祖より直伝の技と思想で、愛

知、岐阜、三重の三つの県、そしてイギリス、フランスへと瞬

く間に広がりました。 

 少林寺拳法の目的は、人づくりのための行であり、護身練胆、

精神修養、健康増進の三徳を修める身心一如の、人格形成の修

行法であり、技を通じて、自信と勇気と行動力を身につけ、慈

悲心と正義感を持った、本当に強い人間を育てる事であります。 

 少林寺の思想は、肉体も精神も健全で頼りになる自己をつく

り（自己確立）、自分と同じように他人の幸せも考えて行動す

る事（自他共楽）、「半ばは自己の幸せを、半ばは他人の幸せ

を！」を唱え、さらに、社会の平和と福祉に貢献できる人を育

てる事を目的にしております。 

最後に、開祖生誕100周年を迎え、どなたでも無理なく始

められる少林寺拳法は、昨今の青少年における犯罪増加のこの

時代に、護身術として、子供の躾として、生涯学習として、私

が自信を持ってお薦めできます珠玉の行法であります。 

合掌 

ニ コ ボ ッ ク ス 

尾関  正一君 

新旧ありがとうさん会を欠席しまして。 

古川  康司君 

本日卓話をさせて頂きます。宜しくお願い申し上げます。 

梅村美知容さん 

ゴルフコンペ 先月に続いて三位入賞。ありがとうございます。 

小關  敏光君 

ゴルフコンペ 2 か月連続で優勝しました。取切戦もねらわせ

ていただきます！ 

【古川君、卓話宜しくお願いします。】 

半泊  與則君 藤原  研一君 山田  浩二君 横井  尚啓君 

渡邉  泰彬君 岩田  満治君 伊藤  晋一君 西脇  多吉君 

梅田    渉君 足立陽一郎君 柴山  利彌君 道家  泰之君 

星川  直志君 遠藤  友彦君 梶川  久雄君 香田  研二君 

尾關實津成君

杉浦  定文君

川村  智康君

近藤    朗君

北村紀子さん 

阿部  美男君 

木村  雅一君 

 

加藤  昌之君 

石黒    勉君 

横田  徳久君 

 

堀  美喜雄君 

加藤あつこさん 

入江由希子さん 

 

 


