
２０１０年５月第２週号 

第２２６６回 
平成２２年５月１４日(金) 点鐘１２：３０〈曇り〉     

＊ロータリーソング  『我等の生業』 

＊四つのテスト  ～言行はこれに照らしてから～ 

１．真実か どうか      ２．みんなに公平か 

３．好意と友情を深めるか  

４．みんなのためになるか どうか 

＊お客様紹介 

 ・本日のｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ／NPO 法人水環境研究所 

            理事・農学博士 白鳥 孝治様 

  

≪会長挨拶及び報告≫       寺澤 一良会長 

皆さん今日は。 

ロータリー財団国際親善奨学生応募試験に吉田千絵

さんが合格したとの連絡を地区から受けました。当クラブ

では、優秀な吉田千絵さんを迎えることができ、Ｒ財団奨

学生を何年か振りに送り出せることになりましたことは久

し振りの快挙でございます。 

選考試験に立ち会われたＲ財団委員の吉田会員の

お話では、全試験官に最高の評価を戴いたと伺ってお

ります。吉田千恵さん大変おめでとうございます。 

今後とも鈴木美津江さんにカウンセラーを宜しくお願い

したいと思います。６月６日の合格者祝賀会には、R財団

の吉田委員及びカウンセラー共々出席して激励してま

いります。 

次にＲＩの公式雑誌として、ご購読頂いている「ロータリ

ーの友」の事務所が、国際ロータリー理事会から、正式

な認証を与えてもらう為に、今回「一般社団法人ロータリ

ーの友事務所」として法人化されたと報告が来ておりまし

た。 

次に、ポリオ撲滅に向けたチャレンジの進捗状態はビ

ル・ゲイツ財団から合計３億5,500万ドルの補助金を受け

る条件として、ロータリアンは2億ドルのチャレンジに対し

て４月30日現在、約１億2,200万ドルに達していると報告

されておりました。 

又、寄付に関する情報ですが、教育目標の寄付（年

次寄付、恒久基金）については、税制上の優遇措置が

得られるようになっていたのですが、新補助金制度の実

施に伴い、国際親善奨学金プログラムが廃止になる為

に、来年度から優遇措置が受けられなくなりますので、ご

希望の方は今年度中にお願い致しますと連絡が来てお

ります。 

最後に、今月の７日の理事・役員会及びクラブ協議会

で、私の不手際から、最後の決議を取らなかったために、

理事･役員の方にご迷惑をお掛けすることになってしま

いました。理事･役員の方には、ご案内が届くと思います

が、２週間後の２８日に「臨時理事･役員会」を開催致しま

すので宜しくお願い申しあけます。 

以上、ご報告を終わります。有難うございました。 

 

≪幹事報告≫            小林 透副幹事 

千葉幕張ロータリークラブより「第１０回アートフレンズ

展」開催のご案内が届いております。 

 会場⇒ 千葉市美術館９階・市民ギャラリー 

 開期⇒ ５月１８日～２３日 

 

≪ニコニコボックス報告≫ 

☆寺澤 一良会員 

白鳥孝治様、本日はようこそいらっしゃいました。後ほ

ど卓話を宜しくお願い致します。 

☆向後 保雄会員 

小学３年生の娘に塾に行くことを進めて現在に至って

いますが、私の認識不足で、塾に行くと塾の複習を親が

一緒にやらなければいけないことにビックリさせられ、妻

と手分けして、夜、頑張っています。子育ての大変さを今

更自覚している今日この頃です。 

☆鮫島 永一会員 

来週１７日、真名カントリークラブで行われる、千葉緑

ＲＣ主催のチャリティーゴルフコンペに参加します。千葉

南ＲＣから一組参加しますが、頑張って参ります。 

 

 

 

 

  ２００９-２０１０年度ＲＩテーマ 

  国際ロータリー第２ ７ ９ ０ 地区 

千葉南ロータリークラブ週報 
       ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＹ ＣＬＵＢ ＯＦ ＣＨＩＢＡ ＳＯＵＴＨ 

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 

  創 立 １９６４年３月２日  例会日 毎金曜日１２時３０分  例会場  オークラ千葉ホテル 

  会 長 寺澤 一良      幹 事 五十嵐 博章       雑誌会報委員長 佐久間 信一 

  事務局 〒260-0027千葉市中央区新田町１２-１トーシン千葉ビル７階   ＴＥＬ ０４３-２４５-３２０４ 

本日のﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 6,000 円 累計 693,314 円 

金の箱  350 円 累計 29,883 円 



≪出席報告 (会員数４０名)≫ 

 

出席者数 29 欠席者数 11 ﾋﾞｼﾞﾀｰ  １ 修正出席率 次回にて 

 

千葉市内例会変更のご案内 メーキャップにご利用下さい 

 

 

 

＊＊本日の卓話＊＊ 

 

演  題…『雑学のすすめ-印旛沼の経験より』 

卓話者… NPO 法人水環境研究所 

          理事・農学博士 白鳥 孝治様 

 

 私は大学卒業後、千葉県中

の田んぼを回った関係で、公

害や環境に携わってまいりまし

た。退任後、印旛沼環境基金

をやることになりました。この基

金は流域市町村と県で１億円

の基金を作り、その利息で何

をやってもいいというものです。 

当時、利息は７％位あり、お金

はかなりあったのですが、やる事がなかなか定まらず、

「おまえ一人で考えろ」といわれておりました。そこで、日

本中で活躍されている先生方に集まってもらい、公の場

で討論してもらうことにしました。そして、第１回印旛沼シ

ンポジュームを開催したのです。その時に、生物生態学

の沼田先生、文化人類学で世界を飛び回っていた川北

次郎先生、この方は KJ 法の創設者です。また千葉大薬

学部学部長の地質学の山根先生もお呼びしました。こ

の方は水質審議会の会長をされておりました。私の大学

の時の藤原先生もお呼びし、座長をお願いしたのです

が、「千葉のことは沼田先生にお願いしなさい」と怒られ

てしまいました。 

そこで、直接頼みにいって下さり、沼田先生を座長と

して始まりました。やってみますと世界的な権威の先生

方ばかりでしたので、他の方からいろいろ言われました。

「シンポジュームとは一人の有力な先生に纏めてもらうも

ので、有力な先生ばかり集めてどうするのだ」と・・・。 

実際に始めて見ますと、皆さん素晴らしい言葉を残し

ています。沼田先生は、「湖沼は水があるんじゃない、陸

を含めた生態系で成り立っている」という理論を展開され

ました。川北先生は、「あなたの恋人は彼女一人ですよ、

女性一般を恋することは出来ませんよ。恋するのは印旛

沼だけですよ」。水原先生は、「印旛沼の出発点は数万

年しかない」。藤原先生は、「湖沼は田んぼの連続として

考えればいいよ」といただきました。どれも、印旛沼その

ものなのですが、見方が違うのですね。現場としての印

旛沼は一つの専門じゃないんですね。水質だけでは現

場は見えないのです。広く見なければいけないということ

でとてもありがたく思われました。 

藤原先生は面白い先生で、はじめリンの専門でした。

世界中のリン鉱石を調べて「シルクロードはリンの道だ」

と言うんですね。リン鉱石を辿って行くと自然とシルクロ

ードになるということなのです。リンが多いということは植

物の生育が良いということで、草がよく生え、遊牧の民が

それを追って行くので、シルクロードになるということなの

です。 

専門という視点から歴史を見ていくと、別の世界が出

来てくるんです。先生は、私のところによく遊びにくるの

ですが、「千葉県には、大和時代の豪族が全部揃ってい

るから何かあるぞ」と発想され、いろんなところに案内しま

した。案内すると、最後に農業試験場に寄ります。その

際に学名で草花を教えろといいます。なぜかと疑問に思

っていたのですが、ある所で、「こんな木があるよ」と学名

で言うんです。その学名には「ペッパー」つまり、コショウ

という言葉が含まれていたのです。コショウは、南方系の

ものなので日本では育たないのです。もちろんその木は

コショウのにおいはないのですけど。「遺伝子工学でに

おいをつければ千葉でもコショウが作れるのではないか」

と先生は言うのです。先生の専門は農業ですから、農業

としていいものを普段から見ているんですね。もちろんそ

んなことは一言も言わずに、豪族の地名をめぐっている

時にでも専門的なことを見つけるのです。とても感心致し

ました。 

～千葉の地図を見ながら解説～ 

平群川に行くときに峠を超えたのですが、あるとき奥さ

んが、「暗がり峠に似てますね」と言われました。暗がりと

は、平群氏の根拠地なんですね。資料に大和時代の奈

良盆地の地図がありますが、ここの地形とそっくりなんだ

そうです。これを奥さんに指摘された先生は大喜びでし

た。先生の持論に人が移動するときには前の風景の似

ているところに行くそうなんですね。“ふるさと忘れがたし”

というんですか、ふるさとの風景は落ち着くので、人間は

移動する時にはそこに感ずるというのです。野口英世は

南米へ行きますが、あんなところは日本人しか行かない

というんですね。なぜなら、日本人は稲作なので湿地帯

に行く、欧米人は絶対に行かない、行けば病気になると

いうんです。ドイツ人はチェルノーゼムという黒土の民族

なので南米でも黒土の大地でジャガイモ作って湿地帯

には行かない。イタリア人は石灰岩質のところに行く。移

住しても昔自分が住んでいたようなところに住み着くのだ

そうです。先生が平群を見たいのは、地形を見たかった

のですね。奈良盆地の豪族を見ると、丘陵地帯の出口

の湿地帯にいます。千葉の古墳の分布を見ると、奈良の

地形や風景の似たところにやはりいるんです。 

いろんな方が調査をされているので、その発表の機会

として基金では原稿を発表をしています。この中の論文

千葉ＲＣ 月 ― 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉西ＲＣ 火 6/22・29 ｾﾝｼﾃｨﾀﾜｰ「東天紅」 

千葉幕張ＲＣ 火 5/25・6/15 ｱﾊﾟﾎﾃﾙ＆ﾘｿﾞｰﾄ東京ﾍﾞｲ 

新千葉ＲＣ 水 6/2・30 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 

千葉北ＲＣ 水 5/26 ﾎﾃﾙﾎﾟｰﾄﾌﾟﾗｻﾞちば 

千葉中央ＲＣ 木 6/24 三井ｶﾞｰﾃﾞﾝﾎﾃﾙ千葉 

千葉港ＲＣ 木 6/24 京成ﾎﾃﾙﾐﾗﾏｰﾚ 



に印旛沼の周りには、４つの神社圏があるというのです。

南側に麻賀多神社があるのですが、他の神社が無いの

です。北側には宗像神社が１３あるのですが、他の神社

はありません。当時の神社は先祖を祀っていたので、属

が自分の勢力範囲で持っていたのではないかということ

です。宗像神社は日本中ここにしかないんです。よそか

ら来たのではなく、土着の属になるという説があります。

もちろん九州の宗像から持ってきたのではないかという

説もあります。弥生時代から、大陸から来る時や大陸に

行く際には必ず宗像の持っている船に優良な豪族が乗

って行くのです。鳥見は物部の先祖を祀ったものですの

で物部氏です。埴生神社は粘土や勾玉を作る技術者集

団ということになります。ここから考えると、宗像の持って

いる船に物部が乗り、その中に埴生という技術者も連れ

てここにきて土着でいる貴族と融合して印旛沼の文化が

出来てきたというストーリーが読み取れるのです。宗像神

社があれば銚子の方から来たと思うのですが、黒潮に乗

って九州の方から来たとすると、アメリカに行ってしまうの

でありえないという話もあり、ペンディングになっています。

但し、昔の船は水だけが船ではなく、小さい丘くらいは

強引に越えてしまうとのことです。 

印旛沼は当時の拠点だったといえます。古墳が 120 く

らいある竜角寺古墳群があります。この中に日本で一番

大きな方墳の岩屋古墳があります。天皇家に繋がる古

墳時代最後の方の古墳です。近くには関東で一番古い

お寺の竜角寺があります。古墳時代が過ぎると古墳の性

格が変わり、「確かにこの位を受けました」という印になり

ました。その役目がお寺に移っていったのです。いかに

大和朝廷と結びついた大豪族がいたかということなので

す。 

なぜ、印旛沼の昔のことをやる価値があるかというと、

印旛沼は洪水で虐げられたところです。江戸を洪水から

守るために利根川を銚子の方に持ってきた、つまり印旛

沼の方に背負い込もうとしたのです。言い換えれば被害

者でといわれているのですが、どうも最初の目的は違うよ

うです。なんとか印旛沼を明るいイメージに出来ないかと

考えてみると、一つとして素晴らしい古代の歴史がある

ではないかということ、もう一つは洪水によって泥が運ば

れて田んぼが出来るので、洪水が無ければ田んぼもな

かったのですね。確かに洪水はよくないけれど、その長

年の努力がここにあるということを言いたいと思っていま

す。今の人間もそのことを背負ってよさを活かし、専門で

はなく広い視野で物事を見たら良いと思っています。 

                   （文責  小林  透） 

 

 

 

← 印旛沼 

 （写真は百科事典より） 

 

 

 

 

 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ◇◆ 
『友』インターネット速報   

２０１０年５月１１日  No.427 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ 

 

ポリオ撲滅に向けたチャレンジの進捗状況 

 世界的なポリオ撲滅活動に充てるため、ビル・アンド・メリ

ンダ・ゲイツ財団から計３億５，５００万ドルの補助金を受け

る条件として、ロータリーが２億ドルの資金調達を約束した

「ロータリーの 2 億ドルのチャレンジ」について、４月３０日現

在、約１億２，２４０万ドルがロータリアンから寄せられていま

す。発展途上国では、ポリオ感染によって体のまひに侵さ

れ、将来の希望を見いだすことのできない子どもたちと、そ

の苦境に直面する家族がいます。ゲイツ財団の補助金とロ

ータリーの募金による資金は、このような国々での予防接種

の支援に、直接投入されることになります。 

 なお、２億ドルの資金調達は、２０１２年６月３０日までに達

成することが求められています。 

 

 ◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆ ◇◆ 

『友』インターネット速報   

２０１０年５月１８日  No.428 

◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇ 

 

ＲＩ理事会がインターアクト会員資格の 

最低年齢引き下げを承認 

インターアクトプログラムの発展を促していけるよう、国際

ロータリー（ＲＩ）の理事会は、インターアクター会員資格の

最低年齢を１４歳から１２歳に引き下げることに同意しまし

た。  

インターアクト会員資格の最低年齢を引き下げる立法案

は、４月２５日～３０日にシカゴで開催された規定審議会で

２件討議される予定でしたが、１月の理事会決定を受け、立

法案は取り下げられました。審議会においては、指導力養

成プログラムに参加する若年成人による望ましい変化を評

価するために、インターアクト・クラブをＲＩの常任委員会とし

て設置し、「新世代奉仕」という奉仕の第 5 部門を創設する

ことが承認されました。 

 

 

 

 

 

第２２６７回例会 

日  時⇒ 平成２２年５月２１日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『水と食料を含む環境問題』 

卓話者⇒ さくら生態研究所  

押尾 敏夫様 

第２２６８回例会 

日  時⇒ 平成２２年５月２８日(金)点鐘１２：３０ 

演  題⇒ 『当面の景気動向と経営課題』 

卓話者⇒ ㈱ちばぎん総合研究所 

         取締役社長 額賀 信様 


