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”我等の生業”Song

杉浦文雄君（刈谷RC）Visitor

Attendance

７７名 １０名 ８３．６１％会員 欠席 出席率

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。先週は津島RC次期会長・幹事さん

が表敬訪問ということでおいでいただき、我があまRCの創

立時のお話をさせていただきました。その時に津島RCの親

クラブの一宮RCが、戦後日本のRCでは最初にできたクラ

ブと申しましたが、今日は戦後から一宮RCができるまでの

日本のRCの状況をお話させていただきます。

、 、日本は戦争中 大陸での戦火拡大と対米関係悪化に伴い

日本のロータリーに対する攻撃は一段と激しくなり、クラ

ブの例会に憲兵や特高がしばしば臨席し、またそこでのス

ピーチもあらかじめ警察に届け出なければならなくなりま

した。新聞紙上でも、一部では「米国のスパイ」呼ばりさ

れたうえ 「解散すべし」と指弾されることとなりました。、

世情の圧力は、ロータリアンの力ではすでに支えきれない

ところまできていて、日満連合会会長の米山梅吉が軍当局

に呼び出され、ロータリーの存在は『大日本帝国に対する

反逆である』とまで極言されるに至りました。ドイツの42

クラブ、オーストリアの11クラブ、イタリアの34クラブ

が解散し、日本でも真剣に解散を考えるクラブが出てくる

一方で、弾圧による解散に先立って、国際ロータリーから

自発的に離脱し、別組織としてその精神性を維持する方法

を選ぶべきだという意見がでてきて、クラブ間の調整が取

れない状態になってきました。そんな中でまず最初に昭和

、 、15年8月8日に静岡RCが 引き続いて8月12日に大阪RC

8月19日には岡山RCが解散します。その後京都、広島、

高知、金沢と続き9月11日東京RCが解散を決定いたしま

した。その後、昭和22年7月の記録によると、当時各曜会

と名称を変えて例会を続けているクラブは18クラブあり、

会員数は1050人となっています。ロータリーの名称こそ

使えなかったものの、各曜会には、駐留軍として在日して

いた連合国のロータリアンが再三訪れ、盛会であったと言

われています。昭和21年1月には東京水曜クラブの小林隆

会長は、RI復帰を求める要望書をRI理事会に提出いたしま

した。が、残念ながらRI理事会は「日本のロータリークラ

ブ復帰の問題に関して、現在いかなる措置も取ることがで

きない」と返事があり、それ以来毎年復帰要望書を提出す

るが叶うことはなく、昭和23年9月1日、RI中央アジアの

副事務長ジョージ・ミーンズ氏が日本を訪れ、日本の実情

を調査し日本の各クラブを訪問し、最終的に昭和24年3月

４月２５日（第２１５０回）Today

担当 篠田正志 次期会長

演題 クラブアッセンブリー

地区研修・協議会報告

５月 ９日（第２１５１回）Next Week

担当 大竹敬一 国際奉仕委員長

演題 汐止扶倫社歓迎夜間友愛例会



に復帰が決まりました。4月27日に東京RCに再認証状が

手渡されました。番号は従来のまま855番でした。東京、

京都、大阪、名古屋、神戸、福岡、札幌、他広島を含む13

RCが順次RIに復帰し、第60区として戦後の日本のロータ

リー運動が再開されることになります。東京RCのチャータ

ーナイトは昭和24年4月27日に開催され、マッカーサー

元帥や吉田茂首相から祝辞が披露されたそうです。RI復帰

に関しては、RI脱会中もロータリー例会をそのまま非公式

、 、例会として続けていたことが大きな評価を受け クラブ暦

個人暦共にこの期間を含めることが認められることになり

ました。その後横浜、今治、広島、函館、熊本、新潟RCな

ど同年中に復活が承認され、この年の12月31日新設クラ

ブとして一宮RCが誕生いたしました。戦後日本で国際団体

への復帰、加入が許されたのは宗教関係団体を除けばロー

タリークラブが最初でありました。戦前の昭和15年5月2

9日36番目のクラブ新潟RCが創立され、37番目の一宮R

Cが創立された昭和24年12月31日までの9年6カ月の間

は、日本のロータリークラブにとりましてはつらい期間で

ありました。非常に残念なことは日本ロータリーの創始者

米山梅吉はこの復帰を見ることなく、昭和21年4月28日

に亡くなったことでございます。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ あま市530運動のご案内

日時 4月29日（祝）8:20集合

場所 あま市役所本庁舎（旧美和町役場）

※雨天決行。

※汚れてもいい服装でお願いします。

２ 5月9日（月）は汐止扶倫社歓迎夜間友愛例会です。お

昼の例会振替となります。

３ 第4回新会員研修会のご案内

日時 5月18日（水）18:00～19:00

場所 エスコフィエ 名古屋観光ホテル

会費 8,000円

※終了後、懇親会があります。

※RLI実行委員鈴木正徳さんが、是非一般会員の方

にも学んで欲しいそうなので、ご出席下さい。

卓 話

「あいち生物多様性戦略2020について」

愛知県環境部自然環境課 来住南 輝氏

１．生物多様性の危機

地球には、名前が付けられているだけでも約190万種の

生物が生きており、われわれ人間もその一員として、生き

ものがもたらす様々な恵み（＝生態系サービス）を受けて

生きています。生物多様性には、生態系の多様性、種の多

、 。様性 遺伝子の多様性の3つの層があると言われています

つまり 「色々な場所に、色々な生きものが、色々な個性を、

持って、生きていること」です。

今、多くの種が絶滅の危機に瀕しており、生物多様性の

保全が地球規模の課題となっています。その原因は、人間

による開発や乱獲であり、外来種の侵入であり、地球環境

の変化だと言われています。日本では、里山などに人間が

手を入れなくなったことも問題になっています。こうした

状況に対応するため、1992年に生物多様性条約が結ばれ

ました。

２．COP10と「愛知目標」

2010年10月、名古屋国際会議場で、生物多様性条約第

10回締約国会議（COP10）が開催されました。この会議

では 「戦略計画2011-2020 、遺伝資源の利用と利益配、 」

分に関する「名古屋議定書」が採択されるなど、多くの成

果が生み出されました 「愛知目標 （Aichi Biodiversity。 」

Targets）は、戦略計画の中に含まれる、世界の生物多様

性保全に向けた20の目標のことであり、現在、世界各国が

「愛知目標」の達成のために努力しています。

３．あいち生物多様性戦略2020

「愛知目標」の達成に、地方自治体の立場から貢献する



ため、本県では、2013年3月に「あいち生物多様性戦略2

」 。 、 、 、 、020 を策定しました 愛知県は 奥山から 里山 里地

、 、 、 、河川 平野 内湾から太平洋岸まで 多彩な自然に恵まれ

豊かな生態系が見られる一方、わが国第３の大都市圏、日

本一のモノづくり県であり、農林水産業も盛んです。この

ため、本県の戦略では 「人と自然の共生するあいち」の実、

現を目標に、人間による土地利用の中にも、野生の生きも

のたちが生息・生育する拠点や移動経路を確保する「生態

系ネットワーク」の形成を目指しています。

４．生態系ネットワークの形成について

生態系ネットワークの形成には、生物学（生態学）的な

知識と土地を管理する人たちの理解、そして生物多様性を

。 、保全する熱意とが一体になることが不可欠です このため

県では、大学、NPO、企業、行政等が互いに連携・協働す

る生態系ネットワーク協議会の設立を、県内９地域で進め

ており、これまでに8つの協議会が設立されています。各

協議会では、あいち森と緑づくり事業交付金などを利用し

て、環境保全活動やビオトープづくりなどに取り組んでい

ます。

５．尾張西部生態系ネットワーク協議会（仮称）の設立に

向けて

今年度、設立に取り組んでいるのが、9番目となる尾張

西部生態系ネットワーク協議会（仮称）です。この協議会

は、扶桑町以南、名古屋市の西半分、一宮市とその周辺、

海部地域を含む、いわゆる尾張平野の17市町村を対象とし

ています。この地域は、早くから開発が進み、県内で最も

人口が多い地域でもあります。昨年度まとめた構想では、

生きものが住みやすい田・畑や水路（田園生態系 、河川）

（敷）や干潟（河川生態系 、人が積極的に作り出したビオ）

トープなど（都市生態系）をつないで、ナゴヤダルマガエ

ル、カワバタモロコなどと、それらを食べるサギ、ケリな

どが生息できる、生命（いのち）豊かな地域づくりを目指

すこととしています。

県では、この構想に賛同する企業、NPO、大学、団体等

を募集し、平成28年中に協議会を設立したいと考えていま

す。ロータリークラブ会員の皆様にもご理解とご協力をい

ただければ幸いです。

ナゴヤダルマガエル

ケリ



第 4 2 7 回 ゴ ル フ 部 例 会
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吉田 勤会員事務所移転

のお知らせ

新住所

税理士法人 名南経営

〒450-6333

中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋33階

TEL 052-589-2300 FAX 052-589-2316

例会日 クラブ名 場 所

4/26 火 名古屋城北 栄東急REIホテル（ ）

名古屋錦 名古屋ガーデンパレス

名古屋名南 休会

4/27 水 名古屋アイリス グランコート名古屋（ ）

5/11 水 名古屋南 休会（ ）

名古屋和合 ウエスティンナゴヤキャッスル

Rank N A M E GROS H'C NET

優勝 山田幹夫 97 22.8 74.2

２位 伊藤正征 102 25.2 76.8

３位 栗木和夫 100 21.2 78.8

４位 板津和博 88 9.2 78.8

５位 東海広光 95 16.0 79.0

６位 西川広樹 100 17.8 82.2

７位 北野庸夫 99 16.6 82.4

８位 加藤　徹 109 26.4 82.6

９位 青本道春 109 25.6 83.4

１０位 中島英之 110 15.6 94.4

１１位 高山　敏 126 27.2 98.8

ＯＰ 東海小夜子 114 27.6 86.4

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 20

「おみよし松 －弥富市平島－」

この松は正保３年（1646年）の平島新田開拓当時に植

えられたと伝えられ、名の由来は、筏川の岸に津島神社の

天王祭の御葦舟（葦で編んだ小舟）が流れ着いたのを記念

して植樹し、名付けたものと考えられている。この兄弟松

が平島地内にあったが、今は枯れて昔話に聞くだけとなっ

。 、 。た 現在の樹高は約21ｍ 幹回りは5.25ｍに及んでいる



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

杉浦文雄君（刈谷RC）

。 。 。・地区社会奉仕委員会杉浦でございます 刈谷RCからまいりました 愛知県環境部来住南様共々よろしくお願いいたします

東海広光 会長

・来住南輝さん、ようこそあまRCへ。本日卓話をよろしくお願いいたします。

・地区社会奉仕委員会杉浦文雄副委員長、ようこそあまRCへ。本日はお世話になります。

・渡辺君、汐止訪日準備、大変有り難うございます。

・伊藤正征君、親睦活動委員長として、色々準備有り難うございます。汐止RC訪日、創立記念日、大竹和美初代会長ロータ

リー歴50年を祝う会と続きますので、よろしくお願いいたします。

・明日から汐止RC創立34周年記念式典に参加のため、台湾へ行って来ます。17名の皆様で友好を深めて参ります。

西川広樹 副会長

・熊本・大分の震災、お見舞い申し上げます。

児玉憲之 幹事

・ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

藤田淳士君

・久し振りの投函です。

鈴村與左衛門君

・杉浦君、あまRCにお越し頂き有り難うございます。

山田幸治君

・物忘れが激しくなりました。

臼井幹裕君

・田中正博君はじめ、皆様よりお祝いの言葉をいただき、有り難うございました。

・栗木君、美味しいトマトを家族でいただきました。

伊藤正征君、稲垣秀樹君

・北澤君、ご入籍おめでとうございます。年の差婚の記録をついに抜かれてしまいました。

酒井和雄君

・京都の体育会OB来名。北大でのハルピン焼酎、すすきの事、大いに酔酩。

・真木君の会社の社員寮、完成おめでとう。

田中正博君

・平成28年熊本・大分地震被災者の皆様に、お見舞い申し上げます。1日も早く復旧されることを願います。

後藤袈裟美君

・光岡君、曾山流詩吟5段昇格おめでとうございます。

岩島裕芳君

・田中正博ニコボックス副委員長、有り難うございました。臼井君、おめでとう。

加藤 徹君

・昨日久し振りに家のすっかり伸びきった芝を刈りました。慣れない動きで筋肉痛です。

川口信義君

・光岡君、曾山流詩吟大会で5段になられ、誠におめでとうございます。

木下章吉君

・光岡君、詩吟5段合格おめでとうございます。

黒野晃太郎君

・光岡君、詩吟5段合格おめでとうございます。

水野 眞君

・山田尊久君の画展、ユニークですね。

立松絹久君

・久し振りに栗本さんにお会いできました。

投函件数19件 合 計 ５５，０００円


