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日》会員数 79 名（出席免除会員 23 名）
・出席 62 名・免除者欠席 12 名・欠席 5 名・ビジター 2 名 ・出席率

78.48 ％

《４月 17日》会員数 74 名（出席免除会員 23 名）
・出席 49 名・免除者欠席 10 名・欠席 15 名・メークアップ 15 名・修正出席率 100.00 ％
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画像で見る南極海調査捕鯨

佐世保共済病院
はぎわら
整形外科顧問 萩原

ひろし

博嗣 様

私は偶然の機会に恵まれて、2018 〜 19 年の
南極海調査捕鯨船団の船医として捕鯨母船日新
丸に乗船し、4 カ月間の航海をしました。船団
は 11 月に瀬戸内海の因島を出港し、インドネシ
アのバリ島の東ロンボク海峡を通過してオース
トラリアの西を南西に進み、アフリカ大陸のは
るか南の南極大陸沿岸に達しました。日本の昭
和基地のある地点と近い海域です。南極大陸沿
岸の予定海域では、2 カ月強にわたって目視に
よる鯨類資源調査と、クロミンククジラ 333 頭
の捕獲調査に従事しました。帰路も 1 カ月かけ
て同様のコースをたどり 3 月 31 日に下関に入港
しました。
調査捕鯨は 1982 年に IWC（国際捕鯨委員会）
が充分な科学的根拠もなく、商業捕鯨を一時禁
止する「商業捕鯨禁止モラトリアム決議」を強
引に行ったことに対抗して、環境に十分配慮し
た捕鯨を行えば鯨類資源が損なわれることはな
いことを証明するために、日本政府が 1987 年
以来 32 年にわたって続けてきた大規模なフィー
ルドワークです。
こうした努力の積み重ねによって、ミンクク
ジラ、ザトウクジラ、イワシクジラなどの鯨類
資源の回復はすでに十分証明されています。し
かしそれにも関わらず日本の主張が一向に IWC
の会議に反映されない事態が続いているため、

日本はついに昨年末 IWC（国際捕鯨委員会）を
脱退することを表明したことは、すでに皆様も
ニュース等でご存知のことと思います。従って、
はしなくも今回が最後の南極海調査捕鯨という
ことになりました。
「調査捕鯨」というのは、当該海域の鯨類の資
源量や分布、餌の捕食状態や成長状態などの様々
な生態を研究するために「日本鯨類研究所」が
中心となって行っている学術調査であり、鯨の
捕獲は調査のためのサンプル採取が目的なので
す。その後、副産物としての鯨肉は食品として
有効利用されており、日新丸にはそのための食
肉加工場が備えられ、工場での製造業務にあた
る部員が 60 名ほど乗船しています。シーシェパ
ードによる妨害活動や、反捕鯨国との摩擦を避
けるために船団は 4 カ月間無寄港であり、その
ストレスを和らげる意味もあって食事は質量と
もに満足度の高いものが提供されていました。
妨害活動に対しては十分な対策が準備されてい
ましたが、今航海では幸いそのような事態に遭
遇することはありませんでした。
この卓話ではキャッチャーボートと母船によ
って行われている調査捕鯨の実態を紹介し、南
極海航海で見ることのできた様々な氷山や南極
大陸の姿、および南極圏海域のクロミンククジ
ラ、ザトウクジラ、カニクイアザラシ、アデリ
ーペンギンなどの生物の映像を、動画とスライ
ドでご紹介する予定です。更に日新丸の食卓で
供されたいろいろな鯨料理など、船上生活の一
端もお見せしたいと思っております。
6 月 12 日の 2 回目の卓話では、IWC と我が
国の南氷洋捕鯨の歴史と問題点についてお話し
する予定ですので、併せてお聞き頂ければ幸い
です。
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例会記録
◯国歌「君が代」
◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯卓話者
佐世保共済病院 整形外科顧問
日本整形外科学会専門医
社会福祉法人 大空の会 にじいろ診療所
診療所長 萩原 博嗣 様
◯ビジター
佐世保中央RC
崎山 信幸さん
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■松本 祐明さん
㈱テレビ長崎 佐世保支社長
推薦者：田中丸善保 会員（カウンセラー）
富永 雅弘 会員
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
はじめまして、㈱テレビ長崎 佐世保支社の
松本祐明と申します。
51歳にして初めての転勤と、営業セクション
での仕事を経験しております。
佐世保への転勤は念願でしたので、皆様方と
親睦を深めながら、新しい生活を楽しみたいと
存じます。
これからよろしくお願い申しあげます。
きしかわ

よしずみ

■岸川 善紀さん
㈱長崎新聞社 佐世保支社 支社長
推薦者：田中丸善保 会員（カウンセラー）
富永 雅弘 会員
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
皆さま お世話になっております。
長崎新聞社の岸川でございます。18年ぶりに
佐世保市民となり、今回入会させていただくこ
とになりました。
精一杯頑張ってまいります。なにとぞ、よろ
しくお願いいたします。
さか ね

つよし

■坂根 毅さん
大阪鋼管㈱ 代表取締役社長
推薦者：橘髙 克和 会員（カウンセラー）
納所 佳民 会員
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
大阪鋼管株式会社の坂根 毅です。
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2017年に社長就任しました。地域経済と共に
一所懸命頑張りますので、何卒、よろしくお願
い致します。
こ いしはらけん じ

■小石原健二さん
東京海上日動火災保険㈱長崎支店 佐世保支社 支社長
推薦者：増本 一也 会員（カウンセラー）
大久保利博 会員
委員会配属：親睦活動委員会
出席・例会委員会
佐世保ロータリークラブの皆様、東京海上日
動火災保険㈱の小石原です。この度は入会させ
ていただき誠にありがとうございます。
ロータリークラブ入会は初めてで、慣れない
ことばかりでございますが、精一杯がんばって
参りますので、何卒よろしくお願い申しあげま
す。

会 長 挨 拶
会長
記念すべき「令和」最初の例

古賀

巖

会です。新しい時代のスタート
であります。
二十四節気の季節も５月６日
からは立夏となり、新しい季節
になっています。
先週から今週にかけて、「平成」から「令和」
へ切り替わる大変長い長い連休でした。
連日、新天皇即位のニュース一色になりまし
たが、もちろんお休みではなかった方々も多数
いらっしゃったと思いますが、どのような連休
期間を過ごされたでしょうか？
「昭和」から「平成」の移り変わりの際は、
昭和天皇ご崩御に伴う自粛ムードが大きかった
のを記憶しています。今回は全く違った雰囲気
で、お祝いムード、新時代の幕開けのムードで
いっぱいであります。
なお、天皇陛下の退位は、江戸時代の光格天
皇以来202年ぶりだそうです。

本日5月理事会を開催しました。
〔理事会報告〕
１．新会員入会並びに委員会配属について
氏名／小石原 健二
会社名・役職名／東京海上日動火災保険㈱
長崎支店 佐世保支社 支社長
委員会配属／親睦活動委員会、出席・例会
委員会
【承認】
２．観桜例会収支報告について
【承認】
３．空き缶回収キャンペーンについて
日時／2019年6月2日㈰
集合8時50分 開始午前9時〜
【承認】
４．5月･ 6月例会プログラムについて
5月 8日
佐世保共済病院 整形外科顧問、
社会福祉法人 大空の会 にじいろ診療所
診療所長 萩原 博嗣 様
「画像で見る南極海調査捕鯨船海」
15日
安部雅隆会員
地区大会ハワイ短期留学プログラム報告
22日 指定休会
29日
株式会社ドコモＣＳ九州
長崎支店法人営業部長 後藤 義勝 様
6月 5日 吉澤俊介会員
12日
佐世保共済病院 整形外科顧問、
社会福祉法人 大空の会 にじいろ診療所
診療所長 萩原 博嗣 様
第2「IWCと南氷洋捕鯨」
19日 クラブ協議会
クラブ管理運営 奉仕プロジェクト
青少年奉仕
26日 クラブ協議会
会員増強 公共イメージ ロータリー財団
【承認】
今週末は、職場訪問で軍艦島を見学致しま
す。大変楽しみにしています。
当日の降水確率は、先週はじめは80％で天候
を大変心配しましたが、今日現在の降水確率は
20%で、天候は大丈夫のようです。
若い頃は野母崎に行く途中、対岸から軍艦島
を見るたびに、一度上陸して探検したいと思っ
ていました。おそらく無断上陸をすれば出来た
のかも知れませんが、そこまで踏み出す勇気は
ありませんでした。全島見学は出来ないとは言
え、今のように、正式に観光整備されて上陸で
きるようになった時は感慨深いものがありまし
た。11日が楽しみです。

さて、本日の例会卓話は、佐世保共済病院 整
形外科顧問であり、先日、佐世保文学賞を受賞
されている萩原博嗣さんです。
卓話のテーマは、画像で見る南極海調査捕鯨
航海です。なかなか聞けないお話と思いますの
で楽しみにしておりました。
本日も最後までよろしくお願いします。

幹 事 報 告
幹事 大久保利博
１．国際ロータリー日本事務局 経理室
2019年5月のロータリーレートは、
1ドル＝112円です。（参考：4月＝110円）
２．佐世保西ロータリークラブ
会長 副島 洋平さん
次年度会長・幹事交代のお知らせ
会 長（旧）門田 治男（㈱門田建設・代表取締役）
（新）鴨川
潔（鴨川建築設計事務所・代表者）
幹 事（旧）鴨川
潔（鴨川建築設計事務所・代表者）
（新）酒井 英士（㈱ライフプラザパートナーズ）
３．佐世保中央ロータリークラブ
2019-20年度 会長 南部
建 さん
次年度幹事交代のお知らせ
（旧）山口 裕之（㈲ビコー 専務取締役）
（新）田中 啓輔（㈱ビズテック 代表取締役）
４．第2740地区
第5グループ ガバナー補佐 山㟢
弘 さん
第6グループ ガバナー補佐 森山 隆明 さん
ホストクラブ
平戸ロータリークラブ会長 渡邉 栄二 さん
佐世保東南ロータリークラブ会長 平地
誠 さん
第5・6グループ インターシティー・ミーティ
ング出席お礼状
５．第2740地区ガバナー事務所
第2740地区ホームページ更新のお知らせ
６．陸上自衛隊水陸機動団長兼相浦駐屯地司令
青木 伸一 様
記念事業出席お礼状
７．佐世保市長
朝長 則男 様
「空き缶回収キャンペーン」について（ご案内）
実施日時／令和元年6月2日㈰ 午前9時から
集合時間／午前8時50分
集合場所／佐世保市役所本庁舎玄関前広場
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ニコニコボックス
親睦活動委員会 谷川 辰巳
佐世保中央RC 崎山 信幸 さん
本日は、お世話になります。今後ともよろし
くお願い申しあげます。
古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副会長、井上 斉爾 さん
黒木 政純 さん、橘髙 克和 さん
中村 徳裕 さん、井口 東郎 さん
佐世保共済病院整形外科顧問 社会福祉法人
大空の会 にじいろ診療所 診療所長 萩原博嗣
様の卓話に期待してニコニコします。

【今週のランチ】
お刺身がおいしいお弁当でした。

古賀
巖 会長、大久保利博 幹事
廣瀬 章博 副幹事、木村 公康 さん
増本 一也 さん、橘髙 克和 さん
黒江 章雄 さん、北野 慎司 さん
福田 金吾 さん、大神 吉史 さん
前田 隆夫 さん、吉澤 俊介 さん
安福 竜介 さん、納所 佳民 さん
池田 真秀 さん、吉田 英樹 さん
谷川 辰巳 さん、井口 東郎 さん
新会員の松本 祐明 さん、岸川 善紀 さん、
坂根
毅 さん、小石原健二 さんの入会を歓
迎してニコニコします。
田中丸善弥 さん
以前陸上自衛隊の団長をされた杉本嘉章さん
が民間の静岡市に下られました。
先日の相浦自衛隊の64周年式典でお会いでき
ました。
佐世保ロータリーの皆さんへ、くれぐれもよ
ろしくお伝えくださいとのことでした。
黒江 章雄 さん
先月、結婚記念日にて、お祝いいただきまし
て、ありがとうございます。
4/24 例会に出席できなかったので、遅れて
ニコニコします。

◇

ニコニコボックス

本日合計
累

クラブ会報委員会
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計

29,000 円
930,000 円

委 員 長
副委員長

2019年5月〜6月
＊例会卓話者予定＊
5月15日

会員 安部 雅隆 さん
地区大会ハワイ短期留学プログラム報告
5月29日 株式会社ドコモＣＳ九州
長崎支店法人営業部長
後藤 義勝 様
6月 5日 会員 吉澤 俊介 さん
12日 佐世保共済病院 整形外科顧問
社会福祉法人 大空の会 にじいろ診療所
診療所長 萩原 博嗣 様
第2弾「IWCと南氷洋捕鯨」
＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月21日㈫ 17：00〜に変更
（予定）
会場／西海学園高等学校 図書館
（予定）
※例会に参加の方は、田中信孝委員長へ連絡ください。

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／5月21日㈫ 18：30〜
会場／長崎国際大学 食堂
＊西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

大神 吉史
黒江 章雄

（今週の担当：安部
（カメラ担当：大神
委

員

萩原多恵士 ・ 橋詰
安部 雅隆

文雄

雅隆）
吉史）

