
２０１７年５月２２日（晴れ） 第３週 第２１９４回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ７８名 欠席 １７名 出席率 ７３．０２％

President Time 篠田正志 会長

暑くなってきました。熱中症には十分気を付けて下さい。

今年も鵜飼いの季節がやってきました。長良川の鵜飼開き

は5月11日～10月15日まで、1日だけの鵜飼休みと増水

などの中止日を除き毎日開催されています。今日はその漁

法や歴史をご紹介致します。

長良川の鵜飼いは平成27年3月に、「長良川の鵜飼漁の

技術」として国の重要無形民俗文化財に指定されました。

農林水産業に関わる技術の指定は初めてだそうです。「船鵜

飼での繋ぎ鵜飼において、他地域のものを比べて操る鵜の

数が多いことから、最も発達した鵜飼漁であること。また、

川面を照らすために篝火を用い、鵜匠の継承も厳格に行わ

れるなど伝統的な技術を伝えており、地域的特色も顕著で

ある」こと等が特色として挙げられています。漁法として

は、小船の舳先で焚かれるかがり火が、照明のほかに鮎を

驚かせる役割を担っています。かがり火の光に驚き、動き

が活発になった鮎は鱗がかがり火の光に反射することで鵜

に捕えられます。鵜ののどには紐が巻かれており、ある大

きさ以上の鮎は完全に飲み込むことができなく、鵜匠はそ

れを吐き出させて鮎を獲ります。紐の巻き加減によって漁

獲する鮎の大きさを決め、それより小さい鮎は鵜の胃に入

ります。鵜の食道で一瞬にして気絶させられる鮎は傷がつ

かず鮮度を保つことができるので、献上品として重宝され

たそうです。

鵜飼いの歴史はとても古く、「日本書紀」や「古事記」に

も鵜のことを歌った歌謡が載っています。長良川の鵜飼い

については７世紀頃、正倉院に収められている文書の中に

記述が出ていて、1300年以上の歴史があります。時の将

軍足利義教や関白太政大臣の一条兼良が観覧した記録もあ

ります。その後 織田信長に愛され、徳川家の保護のもと続

けられました。また、皇室と鵜飼の歴史も古く、7世紀後

半から10世紀にかけた律令時代には鵜飼人（鵜匠）が宮廷

直属の官吏として漁をしていた記録があります。しかし、

明治維新とともに徳川家の保護が無くなり、古代漁法とし

Today ５月２９日（第２１９５回）

担当 藤田淳士 保健委員長

演題 卓話

「変貌する生活習慣病の現状と課題」
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演題 卓話

青本道春君



て伝承されてきた鵜飼漁法は消滅の危機に瀕しました。現

在、鵜匠は宮内省主猟寮に所属の職員となり、安定してそ

の漁法を守っています。長良川には3か所の禁漁区「御料

場」があり、年８回 宮内庁式部職鵜匠による 皇室に納め

る鮎を捕る「御料鵜飼」が行われます。鵜の首結いの結び

加減や、「手縄さばき」に代表される船上における洗礼され

た動作、鵜匠・鵜匠の背に乗る「中乗り」・船尾側に乗る「と

も乗り」の３人による鵜舟の操船が見どころです。「おもし

ろうて やがて悲しき 鵜舟かな」と、松尾芭蕉が俳句を

詠んでいます。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 次年度会報ファイルのご案内

※参加希望の方は事務局までお知らせ下さい。

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

フレーRC創立15周年式典参加の皆様、お疲れ様でし

た。中西国際奉仕委員長、今回も色々とお世話になり

ました。

ニコボックス委員の皆様、お疲れ様です。あと4回、

よろしくお願いします。

立松次期会長、本日の卓話、よろしくお願いします。

横井久雄 副会長

モンゴルからのゲスト、ビャンバさん、本日の卓話っ

を楽しみにしています。

黒川元則 幹事

立松会長エレクト、本日の卓話、よろしくお願いいた

します。

中西 巧君

フレーRC創立15周年記念式典にご参加いただいた皆

様、お疲れ様でした。皆様のご協力を頂き、無事に行

事は終了いたしました。あとはアトランタのみ！

田邊正紀君

本日は立松次期会長とビャンバさんのモンゴル・フレ

ーRCに関する報告です。よろしくお願いします。

立松絹久君

モンゴル・フレーRC参加の皆様、お疲れ様でした。

本日報告させていただきます。

栗木和夫君

最近、年を取ったせい？大人になった様な気がしてき

ました。

黒野晃太郎君

大学の同期会で伊良湖へ。漁港で鯛の大量の水揚げに

出会いました。何か良いことがありそうです。

大竹敬一君

先週、北海道でゴルフしました。ゴルフ場・気候・パ

ートナーは最高でした。

山田幸治君

映像の編集を、ソニー名古屋支店に5年以上通って習

いました。私も歳で、間もなくあの世に行きます。あ

の世に行く前に、全て伝授したいと思います。ご希望

の方は無料でお教えします。お申し出下さい。

前田重廣君

暑中お見舞い申しあげます。温度差に特に注意しまし

ょう。

藤田隆志君

本日、ブータン王国行きのご案内を発信予定です。皆

様のご参加をお待ちしております。

後藤袈裟美君

光岡君、美味しい昼食有り難う。

後藤 眞君

志摩観光ホテル、綺麗になり、料理シャンパン旨かっ

た。

伊藤英毅君

先週、奈良の薪能に行って参りました。風が爽やかで

素晴らしい一日でした。

児玉憲之君

大分県湯布院、無量塔に宿泊。素晴らしかった。今西

君、予約有り難うございました。

水野 眞君

名古屋第40団のボーイスカウト、発団して50年目で

す。初めて入隊したスカウトは、今団長で、ロータリ

アンです。その子と私の孫が入隊して来て、私が隊長

をしてました。3代目は私はおりません。私は8歳でス

カウトに入りました。人生短いです。

水谷安紀君

お暑うございます。



大西晃弘君

モンゴル・フレーRC15周年記念式典にご参加の皆様、

お疲れ様でした。中西国際奉仕委員長、色々とお気遣

いいただきまして、有り難うございます。

田中正博君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

山田尊久君

立松会長エレクト、そしてビャンバさん、モンゴル紹

介楽しみです。

合 計 ５３，０００円

フ レ ー R C 姉 妹 提 携 に つ い て

会長エレクト 立松絹久君

ビャンバ・ムンフゾルさん

フレーRC創立15周年記念式典参加報告

国際奉仕委員会 委員長 中西 巧君

日時 2017年5月12日より4日間

場所 ウランバートル市内

参加者 （篠田正）、黒川、立松、田邊、大西、北島、中村、

中西（件省略）

参加式 １．フレーRC創立15周年記念式典

２．モンゴル米山学友会総会

１．フレーロータリークラブ創立15周年記念式典

2017年5月13日午後２時よりウランバートル市内Cor

porate Hotel内式場で開催されました。モンゴル国内ロ

ータリークラブ以外にも日本、韓国、台湾、オーストラリ

アなどの海外ロータリークラブからも大勢の人が参加して

いました。日本からは東北、関東、東海、関西などの地域

のロータリークラブ代表者が80名程参加しており、他の国

からの参加者と比べて圧倒的に多く、日本との絆の深さを

感じました。式典自体はITを駆使して豪華さを感じました。

当クラブからは祝い金、記念品の他に花束を篠田会長から

贈呈する事が出来ました。式典終了後には親睦食事会が開

催され、和やかな雰囲気の中で式典は無事終了しました。



全体的な感想となりますが、日本の地区大会並みの豪華さ

の式典でありました。フレーロータリークラブの資金力は

予想以上でした。

２．モンゴル米山学友会総会

翌日５月１４日には米山学友会総会に参加しました。公

益財団法人ロータリー米山記念奨学会小沢一彦理事長も参

加されておりました。米山奨学生として既に200名以上の

留学生がモンゴルから日本に来ている事が解りました。

それ以外にも多数の日本国内ロータリークラブがモンゴル

国内で支援活動をしております。医療用機械を寄贈したり、

地域の小学校に図書館を建設したり多岐にわたって支援し

ている事が判明しました。

委 員 会 報 告

「いきいき花クラブ」への寄付目録贈呈式

環境保全委員会 委員長 山田尊久君

日時 5月11日（木）10:00

場所 大治町公民館

出席者 篠田（正）会長、横井副会長、稲垣社会奉仕委員

長、山田環境保全委員長、青本広報委員長

『贈呈式は、色とりどりの花に囲まれて』

村上大治町長、石塚県会議員のご出席の下、色とりどり

の花に囲まれて、たくさんの女性会員の華やかな雰囲気の

中で、楽しい会となりました。篠田会長より地域の環境に

ついて良くしていこうと努力されているいきいき花クラブ

に対して、心より支援したいと挨拶、そして樋口会長より

お礼の言葉と、会員の声を生かしてより一層取り組んでい

きたいと力強く話されました。6月と11月に花の苗を植栽

し、管理をしながら美しい町づくりに参加されていて、出

席された皆さんの顔はとても輝いて見えました。

第 31回津島・あま RC合同ゴルフ部例会

2 0 1 7 年 5 月 1 1 日 桑 名 C C

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 栗木和夫 52 44 96 24.00 72.00

４位 黒川元則 44 44 88 13.20 74.80

５位 宇津山弘 43 48 91 15.60 75.40

６位 武藤正俊 41 43 84 8.40 75.60

９位 中島英之 48 54 102 25.20 76.80

１２位 前田重廣 53 55 108 30.00 78.00

１３位 西川広樹 51 45 96 18.00 78.00

１５位 伊藤正征 51 55 106 26.40 79.60

１６位 東海広光 48 51 99 19.20 79.80

２０位 板津和博 50 50 100 19.20 80.80

２１位 高山　敏 46 57 103 21.60 81.40

２３位 谷川浩司 56 55 111 28.80 82.20

２４位 河村昭利 51 64 115 32.40 82.60

２６位 神野恭寿 48 54 102 19.20 82.80

３０位 家田安啓 63 56 119 31.20 87.80


