
◆点 鐘

◆ロータリーソング：我等の生業

◆ロータリアンの行動規範

◆会員数：３６名（免除者：２名）

◆出席者：３１名 ◆欠席者： ４名

◆メイク： １名 ◆出席率：９１．４３％

◆会員誕生日 …佐々木

◆配偶者誕生日…佐々木

◆結婚記念日 …山根、金澤

◆銀婚式…金澤

◆特別スマイル

・ＩＭ出席の方々ありがとうございました。朝早

くから夜遅くまでご苦労様でした。（菅 義尚）

・還暦ゴルフコンペ開催にはご協力ありがとうご

ざいました。無事盛大に終了いたしました。

（久藤孝仁）

・父の葬儀の際は大変お世話になり誠に有難うご

ざいます。今後とも宜しくご指導お願い致しま

す。（西岡一道）

幹事 宮本 和彦

・賀茂川清掃について

賀茂川を美しくする実行委員会

日時 平成２９年４月２３日（日）

・バレンタインデーに女性会員よりプレゼントを

頂きましたので3月14日ホワイトデーの贈り物を

ご用意しました。

会長 菅 義尚

３月５日のＩＭでの出席者、佐渡・市川・吉本・

久藤・尾野・佐々木・中川・板場・高橋会員、幹

事の宮本各会員、事務局、ご苦労様でした。がん

予防の講演、がんをテーマの落語、ヴァイオリン

とピアノのコンサート、大変有意義な時間を過ご

させて頂きました。田原ガバナーも絶賛されてお

られました。

来年は３月１０日三原でのＩＭです。若い会員の

方々の出席をお願い致します。

春の彼岸が近づいて参りました。彼岸会は春秋の

二季に行う仏教の行事で春分秋分とをそれぞれ中

心に前後三日間都合七日間の法会をいいます。

この行事の起源は明らかではありませんが、聖徳

太子の頃から行われていたと言われています。

あらゆる機会に自己の生活を自分の信ずる教えの

中で反省して生きてきた日本人の姿を再検討すべ

きであり、その真意を再認識するべきでしょう。

会長エレクト 鴨宮 弘宜

３月１２日にグランヴィア広

島で行われましたＰＥＴＳへ

参加させて頂きました。2017-

18年度の国際ロータリーのテー

マは「ロータリーに変化をも

たらす」でございます。様々
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な課題の中で特に問題だったのが会員数の減少で

す。特に日本ロータリーの会員の減少です。ここ

のところ減少傾向は頭打ちになってきているが会

員増強は大きなテーマであるということでいろい

ろな講演をいただきました。Ｇ９の方ともお話し

させて頂きました。入会金の問題や例会回数の緩

和の中で、取り組まれているクラブもあるようで

す

次年度のテーマが変化をもたらすということでご

ざいますので、来年度はいろんな意味でトライを

していきたいと思います。皆様方に波紋を投げか

ける一年になると思いますがご提示させて頂きた

いと思いますので宜しくお願い致します。

◆親睦活動委員会 委員長 佐々木秀明

家庭集会の開催を３月～４月でお願い致します。

４月１６日（日）フォレストヒルズガーデンに於

いて花見例会を開催します。登録料は３，０００

円です。

◆次年度幹事 井上盛文

３月２３日（木）次年度理事会を開催します。

◆ＳＡＡ 尾野 剛章

１月５日(木)大広苑で開催した新年互礼会決算に

ついて報告が行われました。

会員 山根 積

今日は環境省から平成13

年より委嘱されている自

然公園指導員の話をさせ

て頂きます。

自然公園指導員とは何か、

と言うところから話して

いきたいと思います。

皆さんにはあまりなじみがないと思いますが、実

は毎日のように見ている風景を守り維持していく

と言う仕事を環境省より委嘱されて活動していま

す。委嘱なので報酬は無給でボランティアで、ロー

タリーで言うところの、奉仕です。

日本には国立公園・国定公園・県立公園・市町村

の制定している児童公園等ありますが、代表的な

ものはこの近隣でいいますと、国立公園は・瀬戸

内海国立公園・国定公園は、西中国山地・比婆道

後帝釈などがあります。

国立公園は環境省で管理し国定公園は都道府県が

管理すると言うことになっていて自然公園指導員

は国・都道府県の管理する国立公園・国定公園の

維持管理をしていく仕事で、全国で400ヶ所、うち

国立公園は33箇所、全国で約2600人の人が委嘱さ

れてそれぞれの地域で活動しております。公園と

して指定している地域には最低1人は配置されてお

ります。年に２回環境省の主催で日本各地の国立

公園に於いて指導員研修をしており、今年度は２

月に香川県でありました。

私がなぜ環境省から委嘱されたのかと話せば長く

なるので今日は簡単に話します。

自然公園指導員とは、

・個人の人柄は、公園利用者に対し柔軟な対応で

適切な指導が出来る者

・自己研鑽の意識をもって、自然公園法・関係法

規自然に対する見識理解公園利用者の模範とな

る様な公園利用マナーを守る事が出来る者

指導員の資質の中にこのような一説があり、今ま

で自己中心で自分勝手に生きてきてこんなものが

勤まるわけがないと、実は推薦されたときに、何

度か辞退したのですが、前任者から他薦なので私

が辞退するとこの地域から指導員が居なくなると

口説かれ当初は仕方なく受けたのですが、今は

「人の為ならず」と自己研鑽だと言い聞かせ勤め

ています。

環境省が委嘱するという事で、以前は公人で役所

の天下り県職の農林・環境課上がり・学校の先生・

大学教授・教育委員会を退職した人などのあて職

になっていましたが、小泉政権の時代に構造改革

の一環で出来る人に仕事をやってもらい、名ばか

りの国の制度を変えていくと言う事で、公人でな

い私に白羽の矢が当り広島県より推薦されて現在

に至っています。

私の主な活動地域は瀬戸内海国立公園で、竹原市

には最近ウサギ島で有名になっている、大久野島・

忠海の黒滝山・、三原市の筆影山・大崎上島の神

峰山・呉市の野呂山・広島の宮島・福山の鞆の浦

の仙水島・他天然記念物として昭和５年１１月に

指定された「スナメリクジラ回遊海面」などがあ

ります。

世界の国立公園（ナショナルパーク）でいうと、

アメリカのイエローストーンが1916年(大正５年）

に制定され、その後カナダのバンフ・カナディア

ンロッキー・オーストラリアのグレートバリアリー

フなど、１９世紀末に世界各国が「国の設置する

大自然公園」を設定し、日本も先進国に負けない

よう、1934年・昭和９年に自然公園法を策定し、

日本の景勝地の中でも特に傑出した地として、指

定された自然公園、日本を代表するに足りる傑出

した自然で稀に見る景勝地を国立公園・国立公園

に準じる景勝地を国定公園として制定されました。

その年に日本で最初に国立公園として選ばれたの

が、瀬戸内海・雲仙・霧島の３箇所です。
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皆さんは瀬戸内沿岸に住まわれているので、日本

を代表する景勝地に住んでいると言うことになり

ます。

北は利尻礼文サロベツ国立公園にはじまり、南は

平成２８年に新しく、やんばる・国立公園まで２

９年度現在３３の公園が指定されています。

この瀬戸内海国立公園は瀬戸内沿岸に200万人の人

が普通に生活しているところを公園として指定し

世界的に見てもとても珍しく維持管理がとても難

しい自然公園のひとつです。

じゃぁそこで何をするのか、なのですが自然につ

いての助言、解説・公園内での遵守事項・マナー・

事故防止の助言及び指導情報の収集及び提供をす

るという仕事が主な活動になります。

忠海の大久野島には環境省のビジターセンターが

あり、自然とのふれあい活動を推進し、環境学習

などの機会を提供したり地域の自然を紹介する施

設があります。そこで年２回「クルージング・エ

コツアー」を主催しており、私は講師として自然

解説をしたり県内企業の新入社員研修で、カルビー・

フマキラー・エディオンなどの企業に瀬戸内海の

環境についての解説などが主な活動で基本は無給

です、ロータリーで言うところの奉仕ですね。

国立公園は自然を保護し、利用を増進し「国民の

保健、（健康を保つ）休養、教化に資する」こと

を目的にし、次の世代にも今生きている人も、こ

れから生まれてくる人にも自然の景色を見て、感

動を味わい、楽しむことが出来るよう優れた自然

を守り後世に伝えていかなければいけない景勝地

で、これを環境省では未来の子供たちにどう継承

していくかを日々検証しながら頑張っていますの

で、自然公園に対する理解と協力をお願いします。

余談になりますが、日本の国立公園を紹介するパ

ンフレットの中で、日本は「山紫水明」の国と言

われ１年を通じて雪を頂き優美な姿で聳え立つ弧

峰、富士山、鏡のように輝く春の海に浮かぶ大小

の島々、紅葉に彩られ錦のように変化する海と森

と湖・・・日本の各地で四季折々に様々な風景が

見られますとあり、「山紫水明」を造語として広

めたのが頼山陽で山陽は京都で文政１０年(1827年)

に「日本外史」を「山紫水明処」で完成させる前、

文化４年（1807年）に忠海を訪れ、『竹原舟遊記』

の中で「山紫水白、継ぐに蒼然（そうぜん）の色

を以てす（もてす）」とあり、「山紫水明」の語

源は瀬戸内の忠海の黒滝山から見た風景の事だと

説があり、この瀬戸内海はまさに日本を代表する

言葉を生みだすだけの景勝地である所で、この地

域で私たちは日々生活しているという事は日本に

生まれてよかったと私なりに満足しています。

「山紫水明」の訳は「陽に映えて山は紫色に見え、

川の水は澄み切って明るく見える」山水の景色の

清らかで美しいことの形容として用いられますが

「山紫水白」で訳を置き換えると「陽に映えて山

は紫色に見え、海の水は澄み切って白く見える」

と言う事に勝手に想像しています。

「山紫水明」は自然の風景を愛でる言葉としては、

我が国では最もなじみの深い表現であり、多くの

人々に引用されています。

指導員の話から、最後は頼山陽の話になり、支離

滅裂になったようですが、私たちは日本の中でも

自然豊かないいところに住んでいるという事でま

とめたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。
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