
各会員各記念日祝（３月）

■会員誕生日 水内 繁 佐々木秀明

朝比奈勝也 大成 義彦

■結婚記念日 水内 繁 金澤 節生

荒谷 隆文 小田 邦治

■配偶者誕生日 尾野 剛章 佐々木秀明

吉岡 一眞 吉本きよ子

吉田 卓司

■事業所創立 佐渡 文武 坂田 武文

松浦 一志

********************************************

２月１８日第２２３２回

■ソング：それでこそロータリー

■ゲスト：広島商船高等専門学校

助教（広島丸一等航海士）清田耕司 様

的場会 上西様

スマイルボックス

■会員誕生日 ・・金澤

■配偶者誕生日・・坂田

■結婚記念日 ・・田阪

■特別スマイル

・他の会合と重なりロードレースに参加できませ

んでした。皆様にはご苦労様でした。

（中川康子）

・中国女子駅伝に妻が無事完走しました。

(久藤孝仁）

・ 新鋭コンピューター機器を増設しイマイ総合

マーキングとして2010年の再スタートを切るこ

とができました。益々のご愛顧賜わりますよう

に。 （今井敏明）

クライングボックス

・我が家のシェパード犬 レオ が死にました。家

族の一員で私の言うことを一番よく聴いてくれ

ていたのに残念です。 （本庄純夫）

・2月7日のロードレース大会のお手伝いをする予

定でしたが参加できませんでした。（原田一平）

幹 事 報 告

幹事 梶谷 寛康

2月22日（水）はフォレストヒルズガーデンに於い

て4クラブ合同例会が行われます。バス運行時間等

はご案内のとおりです。

25日（木）の例会は24日（水）に振り替えの為休

会となりますのでお間違えないようお願いします。

・任意による拉致被害者帰国活動支援募金

（心あるロータリアンの100円募金）

ガバナー 岡田幹矢

会 長 の 時 間

会長 中川 康子

皆様こんにちは。

2月7日ロードレースにおけるぜんざいサービスに

は会員奥様23名と多数の参加を頂き、1,000人分の

器を用意していたものが足りないくらいの盛況で

あったと報告を受けました。あいにく私は他の会

合の予定があり出席することができず大変申し訳

ありませんでした。市川会員には食材・機材の提

供をして頂き合わせてお礼を申し上げます。有難
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うございました。

2月は世界理解月間です。今、カナダのバンクーバー

に於いて冬季オリンピックが開催中です。どの国

も色々な競技で記録の更新を目指し、“金、金、

金”と燃えています。今回雪のない国の人も参加

されており、改めて目指せば世界どこの国の人も

参加可能であることを認識しました。このような

大会も世界平和を目指した一つの催しと考えます。

世界では国連があり、理性と常識を持った各国の

代表が日夜懸命に努力をしておられますが、まだ

銃声は止まず爆弾が破裂しています。膨大なお金

をつぎ込み世界の要人が会議を繰り返しています

が平和はなかなか来ないのです。それは各国の利

害に直結すると同時に体面にかかわることもある

からでしょう。私たち国際ロータリーは国連と同

じく世界平和を願う行動を起こしています。ロー

タリアンは闘争心もなく、ただひたすら平和を求

めて行動をしています。その骨子は「超我の奉仕」

です。奉仕の心で平和を追っているのです。道の

りは大変長く辛抱を要します。力一杯の行動をす

れば今よりもっと大きな力が発揮できるのではと

思います。ロータリーの私達のやり方で心の輪を

広げて行けば理想だけでなく確実にロータリーが

掲げていることの実現は来ると思います。長い道

ではありますがロータリーを退会することなく、

竹原ロータリークラブは世界ロータリーの一隅の

存在ではありますが皆様と共に頑張って行こうで

はありませんか。

後になりましたが、1965年（昭和40）2月1日は竹

原ロータリークラブがRIの認証を受けた日でござ

います。2月は記念すべき月であります。

まだまだ寒い日が続いておりますが体にはくれぐ

れも気をつけて例会へ出席して頂けますよう願っ

ております。

委 員 会 報 告

■次年度幹事 尾野 剛章

例会終了後、次年度理事会を開催しますので宜し

くお願い致します。

■家庭集会４班 リーダー 久藤 孝仁

本日18時30分より大広苑に於いて行います。宜し

くお願い致します。

出 席 報 告

総員 出席 欠席 メイク 免除 出席率

３７名 ２５名 ４名 ５名 ３名 ８８．２４％

2010年2月7日（日）竹原ロードレース大会に於い
てぜんざいサービスを実施。皆様お疲れ様でした。



外 部 卓 話

「瀬戸内海の海洋環境の現状と実態について」

瀬戸内海への誘い

～アマノある海を大事にしませんか～

国立広島商船高等専門学校

助教 練習船広島丸

一等航海士 清田耕司 様

皆様こんにちは。広島商船高等専門学校の清田と申します。本日は宜しくお願い致します。

瀬戸内海の海洋環境の現状と実態について何かお話をと言うことでしたので、先ずは海に目を向け

て頂くことから始めたいと思います。お手元に“レジメ”と“大崎上島沖アマモが生える海”と題

した写真をお配りしております。この写真は全てこの近くで撮影したものであります。

さて、当校の広島商船高等専門学校は船乗りの卵を養成しております。私も25年程前、帆船の日本

丸で太平洋を横断しハワイへの往復航海をしました。丁度、いま当校の学生達がハワイへ着いてホ

ノルルから出航したくらいです。

とてもきれいな海は、明るい藍色で紺色をしています。グリーンに見える海は植物プランクトンが

多い海です。地球の表面を見ますと海と陸の割合は７：３です。地球は水の豊富な星ではあります

が、地球上の水分全てを10ℓと換算しますと、地球上に生きている生物全てが使える水は実はスポイ

ド2滴位しかありません。なので水を大事にしないといけないということです。

船と水というのは縁が切れず、とても水を大事にしなければならない環境です。船では限られた水

を使って目的地に向います。また水は船の重石にもなりますので全ての水を使うわけにもいきませ

ん。船の上では清水、雑用清水（トイレ・シャワーにしか使えない飲めない水）、海水を使います。

帆船は周りのきれいな海水を汲んで蒸気で沸かす海水風呂で水を大事に使っています。

瀬戸内海はとても穏やかな海で、幅450㎞、南北は18㎞～55㎞、17,000k㎡で、ほぼ四国と同じ大き

さです。浅いところが多く平均30mで、深い場所だと100mを超えるところが大崎上島の沖の木江の沖

くらいにあります。浅いところのすぐそばに深いところがあるというのが瀬戸内海の特徴だと思い

ます。

瀬戸内海には約3,000種の動物、約500種の植物が生殖しており、魚類は約600種、軟体動物は約1,00

0種、また植物プランクトンや海草も沢山あり、とても生き物が住みやすい場所です。

アマモ場が学校の沖にありますので子供達とアマモの観察をしています。アマモ場は“魚のゆりか

ご”“海の森”とも言われます。アマモは海の中に溶け込んでいるCO2を使って光合成をして酸素を

出します。その能力は熱帯雨林の4.5倍といわれています。即ち、海の中にアマモが沢山あれば海の

中のCO2を沢山良いものに代えるということです。アマモの存在が少なくなるということは、その能

力を奪うということですので、いろんな方がいろんな視点でアマモ場を増やそうと努力されていま

す。アマモは瀬戸内海の縁の下の力持ちで当たり前にあるのものですが、とても頑張ってくれてい

る存在です。アマモは海草ですがイネ科の仲間で種で次の世代を育てます。もともと陸上にあった

ものが水位が上り取り残されて海の中で育っていったと云われています。アマモは水上バイクで走っ

た為に痛めたりと皆さんが知らずに痛めている現実もあります。アマモが少なくなると魚が住む場

所も少なくなりますので、アマモ場を人の手を入れて耕して住みやすい環境つくりに努力されてい

る方々もいます。

“海”と言うのは“母なる海”と云われますが、海の字の中には母と言う字があるように、人間の

成分、お母さんのお腹の成分、海の成分は殆ど同じなんです。お母さんのお腹の中は海と同じなん

だよ、お母さんに感謝しなさいよと子供達にはよく話をしております。

因みに練習船はそこで育って一人前の船乗りになりますので“マザーシップ”と呼びます。そこか

ら育っていった学生達がいつでも帰って来られる環境にしようと日々思っております。こういう子

供達に希望のある海にしたいと思っております。本日は有難うございました。
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４クラブ合同例会 ２月２４日第２２３３回

■日時 平成22年2月24日（水）
■場所 フォレストヒルズガーデン
■出席 広島空港RC 23名

三原RC 43名
瀬戸田RC 9名
竹原RC 27名 合計102名

■例会
①点 鐘 広島空港RC 会長 熊谷祐司
②国歌斉唱
③ロータリーソング「奉仕の理想」
④参加会員紹介 広島空港RC SAA 浅井隆弘
⑤会長挨拶（会長時間） 各クラブ会長
⑥幹事報告 各クラブ幹事
⑦グループ9ガバナー補佐挨拶 ガバナー補佐 本庄純夫
⑧次年度役員紹介 各クラブ次年度 幹事

⑨ 閉会・点鐘 広島空港RC 会長 熊谷祐司

■懇親会
①開会挨拶 広島空港RC 副会長 重森佳代子
②落語 平々亭青馬（へいへいていぶるま）

③乾 杯 ガバナー補佐 本庄 純夫
④歓 談
⑤次年度開催クラブ会長挨拶 竹原RC 次年度会長 佐々木秀明
⑥ロータリーソング「手に手つないで」
⑦閉会挨拶 広島空港RC 次年度会長 藤川 清

クラブ名 会長 副会長 幹事 ＳＡＡ 親睦委員長
三原RC 畑井 和則 出田 啓治 石井 克昭 橘 伸和 中川 正巳
竹原RC 佐々木秀明 荒谷 隆文 尾野 剛章 木村 安伸 吉本きよ子

瀬戸田RC 耕三寺孝三 岡本 宏 出口 勇樹 永井 亮三 長澤 雅男
広島空港RC 藤川 清 大下 知男 澤井 一徳 武野 公昭 大下 知男


