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月間です （過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「
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最近の感染症の話題と保健所

」

3/2：100％

3/9：98.15％）

岡崎保健所長 服部 悟 様
４月は母子の健康月間です

【前々回の会長挨拶】
3 月 20 日は２４節気の「春分」でした。その年により 20 日か 21 日だったりしま
すが今年は 20 日の月曜日でした。春分は一年で一周する太陽の通り道にある「春分
点」を太陽が通過する日です。一般的には昼と夜が同じ長さと言われていますが日本
では 14 分ほど昼の方が長いです。冬から春へと移り変わるこの時期の祝日となって
います。この祝日は「自然をたたえ、生物を慈しむ日」と定められ、昭和 23 年に交
付されたものです。それ以前は「歴代天皇・皇后らの霊を慰める儀式」を行う日で別
な名前で祝日となっていました。
現在、春分の日の行事としては「お彼岸のお墓参り」がよく知られています。これは春分の日を中日とした前
後 7 日間にご先祖様の供養を行うものです。
「お彼岸」とはあの世を示す言葉です。それに対してこの世は「此
岸」と呼びます。その間には三途の川が流れていて、死者は川を渡って彼岸に行くという仏教の考え方はよく
知られています。彼岸は真西の方向にあるとされています。丁度、春分の日と秋分の日にほぼ真西に太陽が沈
みます。そこで「西方浄土」という言葉がありますように、太陽が沈む真西を拝んでご先祖様を偲んだのがお
彼岸の始まりと言われています。

【前々回の卓話】

「河合の自然を守る」

岡崎市立河合中学校 自然科学部の皆さん

河合中学校の自然科学部は、昭和 41(1966)年に校区内のゲンジボタル
保護活動を開始しました。今年で 51 年目となり、幼虫の放流は 50 回を
数えることができました。私たちの活動の成果が認められ、平成 28 年 8
月 4 日第 46 回愛知県野生生物保護実績発表大会において愛知県知事賞
を頂くことができました。これまで、野生生物保護功労者として、環境大
臣賞や教育文化賞を受賞することができました。自然科学部が中心になっ
て、校内の観察小屋でホタルを繁殖させ、専用のプールでホタルの餌とな
るカワニナも育てます。長年のノウハウが蓄積されているため卵のふ化数
が安定しており、今年は約 1000 匹がふ化しています。今後も活発にゲ
ンジボタルの保護活動を継続していきます。成虫の産卵は、6 月中旬ごろ
から始まります。卵を産みつけた水蘚を水槽の近くに置き、ふ化した幼
虫が水に近づけるようにします。水蘚には霧吹きをして十分に湿らせて
おきます。7 月に近づくとふ化が始まります。体長は 1 ㎜ほど、体の幅
は 0.3 ㎜ほどです。そんな小さな幼虫を自然科学部の生徒は数えながら
スポイトで取り出していきます。地道な作業ですが幼虫飼育の第一歩で
す。この作業は飼育小屋が熱く大変です。幼虫が生まれると同時にカワ
ニナの採取をして、幼虫が成長する度に大きなカワニナを与えていま
す。そこで飼育容器には、大き
さ別に仕分けて育てています。
カワニナを育てるには、新鮮な
水が必要です。白く見えるのは脱皮したてのカワニナです。１匹の幼虫
は、カワニナを２５匹食べるので 1,000 匹の幼虫を育てるには
25,000 匹のカワニナが必要となります。メロンの皮などを与えカワ
ニナの成長を進め、学区の川に放流しています。
平成 28 年 4 月 12 日には岡崎ゲンジボタル幼虫放流式を行いました。
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この式を成功させるために全校生徒が一丸となって、2 日間準備をしてきました。当日は岡崎市長の内田様、岡
崎市教育長の高橋様、岡崎東ＲＣ様をはじめ、多くの来賓の方が来てくださり、とてもよい式となりました。
式終了後は、来賓の方や生平小学校の 5,6 年生と一緒に河合中の全生徒、職員がゲンジボタルの幼虫を放流し
ました。この式のおかげで、全校生徒の絆が深まったように思います。
これまで活動を続けてきた先輩や、ご指導を頂く地域の方々に心から感謝をするとともに、これからも保護育
成活動を続けると同時に、ホタルが自然に発生できる自然環境を維持していきたいと思います。

ゲンジボタル保護育成活動報告

岡崎市立河合中学校の皆さん

幹事報告(酒井賢君)

小林会長より助成金授与

ようこそ！通算 250 番目の
ビジター

ニコボックス委員会

■ 豊田中 RC よりＩＭ参加の御礼状が届いています。
 岡崎 RC 峰澤彰宏君 ビジター記念品ありがとうござ
■ 3/25-26 第 25 回地区ＲＹＬＡセミナーに光ヶ丘女子
います。４月から岡崎 RC もこの例会場となります。宜

高等学校 松本茉由子さん･犬塚美空さん･坂野 RYLA 委
員長に参加していただきます。
■ おかざき世界子ども美術博物館より第 29 回リトルアー
ティスト展「岡崎と福山の子どもたちの作品交流展」の
ご案内と招待券 2 枚が届いております。
■ 岡崎市美術博物館より「京の美人画 100 年の系譜展覧
会」のご案内と招待券 2 枚が届いております。
■ 次週 3/30 は花見親睦夜間例会となります。
午後 6 時よ
り龍城神社斎館での開催となります。
ビジター報告 【岡崎 RC】1 名
出席委員会
本日の出席率 94.12%(欠席 3 名)
前々回(3/2)修正出席率 100％)
親睦委員会 花見親睦夜間例会のご案内
米山奨学委員会 ご浄財をお願いします。









しくお願い致します。
小林清文君 河合中学校の皆さんを歓迎します。
杉田広喜君 河合中学校の皆さん、本日は宜しくお願い
します。
野村政弘君 無事息子が高校に合格することが出来ま
した。
南鉉君 黒井さん、中根さん、ありがとうございました。
長坂勲君･小木曽進君･稲垣寿君･佐野真琴君 ニコに協
力します。
草野信隆君･生駒尚久君 本日早退させて頂きます。
新浪勝也君 久しぶりにあずま会に優勝しました。おま
けに馬券も当たりました。

西脇謙二君 小林さん、先日はお世話になりあり
がとうございました。

【前回の会長挨拶】
昨年の花見例会で「時の会長幹事の行いが良いのかドンピシャの夜桜日和です」と挨
拶させて頂いた記憶があります。さて今日のお花見は如何でしょうか？花見には場所取
りがつきものです。そこで飲んだり・食べたりと「花」はそっちのけで屋外でのひと時
を楽しみます。
「みんなの家」と呼ばれるものが東北の被災地に何棟かつくられました。「東北三県
に今回建てられた仮設住宅はおよそ 5 万戸、そのほとんどはコンテナ型をした鉄骨系
のプレファブです。それらは性能の悪さでも話題になりましたが、それ以上に気になったのは均質な住戸ユニ
ットをひたすら並列する非人間的な考え方に対してです。この平等主義 均質主義は仮設住宅に限らず、現在
の日本の精神の貧困を象徴しています。しかも各住戸はプライバシーを重んじてか閉鎖性が強く、隣接する住
戸とも前後の棟とも全く関係を持つことができないのです。仮設住宅に移ってから引きこもりになってしまっ
た人も決して少なくないと聞きます。そんな仮設住宅での生活を見て、こうした人々が一緒に話し合ったり、
食事のできる木造の小屋をつくることができないかと考え始めました。住民相互が心を通わせることのできる
場所、皆で大きなテーブルを囲んで食事を楽しめる場所、そんな小屋を被災地に提供したいと思い「みんなの
家」はつくられました。その後、仙台市宮城野区の「みんなの家」は自治会長平山一男さんの人柄もあって、
みなここに集まっては飲み食べ慰め合って想像以上によく使われているようです。仮設住宅にいる時よりここ
にいる時間の方が長いという人もいるくらいです。東北の人たちがいかに人と人とのつながりを大切に生きて
いるかを、そして彼らの心の暖かさ痛感します。今は言葉に尽くし難い暮らしを強いられてはいるけれども、
東京で孤独に暮らす人々よりも本当は幸せなのかもしれない、とさえ思います。
一連のこのプロジェクトはベネチアヴィエンナーレで発表され、金獅子賞を受賞されました。今年もあちら
こちらでお花見が盛んにおこなわれるでしょう。花見のブルーシートは、この「みんなの家」の原型のような
気がします。
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【前回の例会】

「花見親睦夜間例会」

幹事報告
■ パストガバナー内藤明人様の訃報が届きました。通

夜 葬儀は近親者のみで執り行われました。

～岡崎公園 龍城神社 斎館～

ビジター報告
出席委員会

【サイン受付】35 名
本日の出席率 86.96%(欠席 6 名)
前々回(3/9)修正出席率 98.15％(欠席 1 名)

■ 4/2(日)2017-18 年度地区研修･協議会指導者会

ニコボックス委員会

議に坂野地区公共ｲﾒｰｼﾞ向上委員が参加されます。
■ 次週４/６例会終了後ローレライにて定例理事会を
開催します。理事役員の方は宜しくお願いします。

 小林清文君･酒井賢君･三城偉央君

page 3

龍城神社様お世話

になります。
4/1 付で支店から支社に昇格します。皆

 黒井克宣君

様からのお仕事お待ちしております。
 佐野真琴君 小木曽さん有難う御座いました。
 小出一輔君･鋤柄英明君 花見夜間例会初参加です。

 稲垣寿君
 西脇謙二君

ニコに協力します。
本日花見楽しみましょう。

３月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

3月

\0

\3,490

\0

\4,323

\51,000

今年度累計

\705,200

\38,968

\834,200

\32,934

\800,000

４月の慶祝
会員誕生日

おめでとうございます

足立汎和君(S12.4.2)

鋤柄英明君(S43.4.3)

本田康英君(S38.4.26)

池田

奥様誕生日

小出一輔君(S43.4.11)

山内隆一君(S20.4.26)

正君(S14.4.27)

おめでとうございます

坂野弘君 眞由美様 (4.6)
結婚記念日

橋本義紀君 道子様(4.10) 柴田敏光君 美智子様(4.16) 小出一輔君 光恵様(4.21)

おめでとうございます

浅岡謙治君(S53.4.2)

鋤柄英明君(H９.4.6)

原田耕平君(S44.４.19)

坂野

入会記念日

鈴木圭介君(H９.4.11)

中川和広君(S58.4.17)

弘君(S61.4.20)

おめでとうございます

原田耕平君(S59.4.12)

石原靖増君(S59.4.19)

本田康英君(H18.4.27)

宇野弘隆君(H20.4.3)

南

石川雅規君(H22.4.1)

金本孝美君(H24.4.5)

岩崎靖彦君(H24.4.5)

鉉君(H22.4.1)

皆出席

おめでとうございます（3 月入会者）

加藤和志君（5 年）
４月の例会予定
例会予定

例会会場

内容

4/13(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「巨大地震に備える」岡崎市防災担当部長

河合則夫様

4/20(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「創立記念例会」会員 足立汎和君
4/27(木)12:30～

西光寺

「拝観例会」西光寺 住職 成田敏圀様
他クラブ例会変更・休会のお知らせ

変更予定日

RC 名

サイン受付場所

4 月 7 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

4 月 7 日（金）

西尾 KIRARA

西尾信用金庫中央支店 203 号室 11:30～12:30

4 月 17 日（月）

豊田西

名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30

4 月 18 日（火）

豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

4 月 19 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

4 月 19 日（水）

碧南

碧南商工会議所 1 階事務室 11:30～12:30

4 月 26 日（水）

豊田東

ホテルトヨタキャッスル 1 階 11:30～12:30

同好会便り
同好会
あづま会
ひよどり会
写楽会

開催予定日

場所

内容

4 月 14 日（金） 三好 CC 4 月定例会（兼西三河中分区懇親ゴルフ大会）
4 月 13 日（木） チャーム

定例会

有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示
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