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本日の行事予定 (2016 年 3 月 4 日) 

第 3052 回例会 
卓話担当：加藤隆朗君 

演  題：「長寿の秘訣」 

 
先回の記録（例会） 

第 3051 回 ’16 年 2 月 26 日（金）晴れ 

卓話担当：社会奉仕委員長 山田勝弘君 

講  師：一般社団法人 

津島まちや・まちなみ再生機構 

    代表理事 田宮祥江氏 

    津島市役所建設部参事 佐藤正幸氏 

       〃   〃 計画建築課主査 

 伊藤嘉彦氏 

演  題：「まちや・まちなみの再生」 

ストレッチ体操 佐藤雅彦君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 大河内勝彦君 
会 員 総 数  66名    2月 6日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員     0名 
本日出席会員  52名    MAKEUP会 員     0名 
本日の出席率  78.79％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告 三谷栄一君、伊藤幸蔵君、山本達
彦君、浅井彦治君、猪飼充利君、加藤則之君、児
玉昭君、山田勝弘君、山田章博君、根崎健一君、
野々山勝也君、大河内勝彦君、寺田晏章君、宅見
康悦君 高木輝和君(西尾張分区ＩＭ二次会)、堀
田力男君、伊藤幸蔵君、伊藤祥文君、三谷栄一君、
寺島淳一君、山田章博君、山本達彦君(親睦活動委
員会) 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

今週の 2月 23日は、ロータ

リー創立 111 周年の記念日で

した。111年前のこの日、最初

のクラブ例会が行われ、以来、

ロータリー会員は地元と海外

での奉仕活動を通じて、多く

の人の生活をよりよいものに

変えてきました。 

本日の挨拶ですが、「20世紀最大の環境破壊」

と呼ばれたカザフスタンとウズベキスタンにまた

がる塩湖『アラル海の悲劇』について紹介します。 

アラル海は、かつては世界第 4位の面積を誇る、

広大な湖でした。しかし、現在ではその殆どが縮

小し、このままでは消滅してしまうのではないか

と言われており、ついに米航空宇宙局（ＮＡＳＡ）

の最新の観測で、ほぼ消滅したことがわかりまし

た。しかも、その原因は我々人間にあるというの

です。アラル海のこうした実情は、「20世紀最大

の環境破壊」とも言われています。 

 淡水湖であるアラル海のかつての面積は、6 万

7300平方キロメートルでした。長い間、湖のまわ

りには都市が栄え、潤沢な利益をもたらすマスク

ラット毛皮産業や漁業に 4 万人もの人が従事し、

水揚げ量の 6 分の 1 の魚がソビエト連邦に輸出さ

れていました。アラル海には中央アジアで最も大

きな川の 2 つ、アムダリヤ川とシルダリヤ川が流

れ込んでいました。1960年代にソビエト連邦のエ

ンジニアが大草原を農地として利用することを決

め、カザフスタンおよびウズベキスタンで綿花や

麦の栽培を大規模に行うため、2万マイルの水路、

45 のダムと 80 以上の貯水池を含む巨大な灌漑ネ

ットワークを建設しました。しかし、灌漑システ

ムから水が漏れ出し、非効率だったため、川の水

量が激減しました。数十年のうちに、アラル海は

複数の小さな湖となり、合計水量は元の 10分の 1

に減少しました。また、湖水の蒸発によって塩分

濃度が大幅に上昇しました。その結果、多くの魚

が死に、湖岸は町から何マイルも後退しました。

退避しそこなってその場に打ち捨てられた船の群

れが後に「船の墓

場」として有名にな

りました。もともと、

この地域の産業は

漁業が中心でした

が、こうした状況で

はその全てを放棄
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せざるを得ず、やがてゴーストタウンへと姿を変

えていきました。さらに、砂漠化した干上がった

大地からは塩分、化学物質を大量に含む砂嵐が巻

き起こるようになり、その砂塵のせいで、周辺住

民の約 8 割が悪性腫瘍、腎臓疾患や結核などの呼

吸器疾患を持つようになってしまいました。 

さらに、アラル海の水位は急激に下がり続け、

1987年には南北 2つに分断されました。カザフス

タンの小アラル海と、カラカルパクスタンの大ア

ラル海です。2002年には大アラル海の水位が下が

り、さらに東西に分かれてしまいました。そして

2014年 7月に、その東側は完全に干上がりました。 

悲惨な経過のなかで唯一の明るいニュースは、

小アラル海に復活の兆しが見えてきたことです。

2005年、カザフスタン政府は世界銀行の支援を得

て、小アラル海南岸に全長 13キロにわたるコクア

ラル・ダムを建設し、シルダリヤ川の水を蓄えら

れるようにしました。その結果、小アラル海と、

そこに生息する生き物が、予想を上回る速さで回

復しつつあります。だがその一方で、ダムによっ

て重要な水源を断たれた大アラル海は、消えてし

まいました。 

今の「アラル海」は科学万能主義に基づいた計

画経済が机上の空論でしかなかったことを如実に

示しています。近代になってから人知と科学は自

然をコントロールし凌駕すると言われてきました。

その思い上がりがこの悲劇を生んだのです。自然

と共生できない人間の持つ卑しさと傲慢さを直視

し、常にその思いを矯正し続け、「環境を考える」

こととはその作業の積み重ねのような気がします。 

さらに、同じ運命をたどり始めた湖が世界のあ

ちこちにあります。筆頭は中央アフリカのチャド

湖と米カリフォルニア州南部のソルトン湖です。

アラル海の消滅と部分的再生から学んだ教訓を生

かすことができると思います。 

 
幹事報告 

田中正明幹事エレクト 

1. 当地区加藤ガバナーよ

り津島ＲＣ三谷会長に

対し、ロータリー財団活

動への感謝状をいただ

きました。 

2. 3 月のロータリーレー

トは 116円/ドルです。 

3. 3 月 3 日（木）、名鉄グランドホテルにて地

区審議会が開催されます。三谷会長に出席し

ていただきます。 

4. 3 月 4 日の次回例会後、役員・理事・委員長

会議を開催いたします。該当の方の出席をお

願いいたします。 

5. 本日皆様に「第 17回西尾張分区ロータリーク

ラブ美術展」のご案内をお配り致しました。 

 

ニコボックス報告 第 3051回分 

鶴見治貞ニコボックス委員 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会

長、山本達彦幹事 ①本日の

卓話講師に一般社団法人津島

まちや・まちなみ再生機構代

表理事の田宮祥江氏をお迎え

して。②山田勝弘君、本日の

卓話よろしくお願いします。 

山田勝弘君 ①田宮さんを

お迎えして。②本日卓話を担当します。 

佐藤敬治君、加藤則之君、服部則仁君、片岡鉄君、

古川弘一君、生田達一君、高木輝和君、浅井彦治

君、鶴見治貞君、吉田康裕君、伊藤祥文君 田宮

さんをお迎えして。 

伊藤幸蔵君 津島まちや・まちなみ再生機構の皆

様をお迎えして。 

鈴木吉男君 瑞泉寺津島幼稚園の同級生、田宮祥

江女史とそのお仲間達をお迎えして。 

宇佐美三郎君 昨日、津島警察署協議会会長にな

りました。また浅井彦治、山田勝弘両氏も新委員

になりました。 

佐藤雅彦君 今日も元気にガンバッてます。 

吉田康裕君 また今週も工事規制でご迷惑をおか

けしております。もうしばらくの御協力をお願い

します。 

幅辰雄君 寺島さんにお世話になりました。 

矢田潔君 自動車免許証を 3 年更新しました。事

故がないよう注意して運転を契います。 

後藤務君 高木さんにお世話になりました 

余郷利彦君 山本達彦君にお世話になりました。

ありがとうございました。 

長田一郎君 ①ミャンマーで広告付郵便ポストが

設置されました。②マレーシアで第 1 号の看板が

設置されました。 

長田一郎君、加藤隆朗君、相羽あつ子君 ウィー

クリーに写真がのりまして 

山田章博君、八谷潤一君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：社会奉仕委員長 山田勝弘君 

講  師：一般社団法人 

津島まちや・まちなみ再生機構 

代表理事 田宮祥江氏 

津島市役所建設部参事 佐藤正幸氏 

 〃   〃 計画建築課主査  

伊藤嘉彦氏 

演  題：「まちや・まちなみの再生」 

 

一般社団法人津島まちや・まちなみ再生機構は、

建築士、不動産業者、施工業者、行政など様々な

専門家が共同で設立し、市内の町家を借りて、事

務所を設置しました。 
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 津島市の旧

市街地に残る

町屋等の建物

を建て替えな

どにより壊す

のではなく、

改修や修繕し

て使い続ける

ことにより、町を活性化し、また町屋などの歴史

的、伝統的な建物が連続する特徴的な町並みを次

の世代に残すことを目的とします。 

 

【取り組み】 

①町家や空き家などの相談を受け付けます 

 町屋や空き家の相談を受け、専門家がアドバイ

スします。 

②空き家情報を管理します 

空き家バンクを創設、運営します。 

③空き家を利活用します 

空き家を借りて、店舗や事務所、住宅として地

用したい人に貸します。 

④町屋改修の技術を伝承します 

 市内の町屋や伝統的な建物を調査、研究します。 

 津島の町屋の特徴を踏まえ、その改修技術を習

得した建築の専門家を育成します。 

⑤町屋・町並みなど歴史・文化の普及、情報発信 

 町家を活用したイベントの実施や、印刷物の発

行、インターネットによるＰＲなど各種メディ

アを活用して広く一般に情報発信し、津島の魅

力を世界の人々に訴えます。 

 

津島が直面している課題とテーマ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 機構が専門家、技術者の登録を行う。登録にあ

たっては、町家等の標準図や講習会用テキスト

を作成し、研修を実施する。 

② 機構が建物所有

者及び居住希望

者から相談を受

ける。 

③ 機構が建物所有者

及び居住希望者に

物件情報や利活用

提案を行う。 

④ 場合により、機構

が建物所有者及び居住希望者とサブリース契

約等を行う。 

⑤ 提案に基づき、機構の構成員が改修工事を実施

する。また、市は基準に適合する改修を行う場

合、補助を行う。 

⑥ スケルトン賃貸の場合、機構の構成員がＤＩＹ

改修の支援を行う。 

⑦ 店舗を開業する場合で市の基準に適合する場

合は、市が家賃補助を行う。 

 
国際奉仕委員会 

 幅辰雄国際奉仕委員長 

2 月 12 日と 19 日に、台湾南部地震の災害義援

金に募金していただきましてありがとうございま

した。送金手続きの準備をしておりましたところ、

台北滬尾ＲＣから「台南市長は‘寄付金はもう足

りました、皆さんに非常に感謝します’と言いま

した。RI 第 3520 地区も寄付金を受け取ることを

暫く停止します。津島扶輪社に感謝します」との

連絡がありましたので、送金を取りやめました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

急激な人口減少 

H23年 1月 66,560人 

H28年 1月 64,074人 

→約 4％の減少 
 

市中心部の空家の増加 

天王通り・本町筋の 388棟

のうち 65棟(16.8％）が空

家である 
 

市中心部の活性化が必要 
 

尾張津島天王祭、尾張津島

秋まつり等伝統ある祭の

主な担い手は市中心部の

人々→このままでは将来

担い手不足になるおそれ 
 

伝統ある町家建築 

→次第に失われつつ

ある（伝統的建造物

の 3分の 1が 30年で

失われた） 
 

 来週の会報にメニ

ューが載るきゃ？ 

↑ガバナーと地区Ｒ財団委員長

より感謝状をいただきました。 

 

 みんな元気ですね！ 

 

余郷利彦君、松崎安孝君、矢田潔君 

◆津島らしさの保全・再生 

◆町屋の保全・再生、利活用 

伝統的なまちに新たなヒトが集まる 
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次回例会 

 第 3053 回 ’16 年 3 月 11 日(金) 

卓話担当：鶴見治貞君 

講  師：不道書道会主幹 

      中村秀峰 氏 

演  題：「国字」 

お知らせ 

■次年度ニコボックス委員会 

と き：3月 8日(火)18：00 

ところ：東照庵 

 

青少年交換だより 

2 月 29 日、青少年交換派遣学生の中西

里緒さんから 2 月のマンスリーレポー

トが届きました。 

 

アメリカの私の町はまだまだ雪が降り続いている

毎日です。2 月半ばには膝が隠れるくらいまで雪

が積もった日もあり、学校が休みになると思った

のですががっつり学校があり残念でした(笑)。さ

すが雪に慣れている町だなと思いました！ ちな

みに、私のいる町はアメリカの中で 2 番目に冬の

天候が悪い町とされているみたいです。 

1月 31日： 

ホストファザーがたこ焼き器を

ゲットしてくれたので、たこ焼き

パーティーをしました。妹弟は見

たことがない料理に出会うと食

べたくないと部屋に籠ってしまうのですが、女子

高生のたこ焼きパーティー風にチョコレートを入

れたり、プレーンのたこ焼きにメープルシロップ

をかけることを教えたら食べてくれました！ 知

らない食べ物を食べてくれたことに姉は感激です。 

2月 2日： 

カウンセラーの

息子さんがバス

ケ部に所属して

いてバスケの試

合に出るという

ので見にきまし

た。私は今まで生で見たことがなく、あまりバス

ケに興味がなかったのですが、かっこいいプレイ

を見たらバスケのとりこになってしまいました！ 

2月 3日： 

妹との毎月恒例になりかけている楽しい楽しいク

ッキングの時間がやってきました。今回はブラウ

ニーづくりに挑戦！ 焼くところまではよかった

のですが、焼き終えると妹のクレージーデコレー

ション Timeが始まり、ブラウニーの上にフロステ

ィング、ミントキャンディー、ミントチョコレー

トをのせて喜んでいましたが、私には到底食べら

れないような甘さでした(笑)。 

2月 12日： 

またまた、高校のバスケの試合を見てきました。

今回の試合はシニアにとって最後の試合で、15分

の休憩中にはシニアのセレモニーも行われまし

た！ 相手の学校には負けてしまいましたが、み

んなのかっこいいプレイは圧巻でした。 

2月 13日： 

大学のバスケの試合を見てきました。大学のバス

ケは高校よりも展開が早く、高校とは違うかっこ

よさがありました！ 私の町にはピッツバーグ大

学のブラッドフォード校が、お家から 5 分ほどの

ところにあるので行きやすく、コンサートやフェ

スティバルもよく行われています！ 

2月 14日： 

アメリカのバレンタインは男の子が

女の子にチョコレートやお花をあげ

る日みたいで、子供がお母さんにお

花をプレゼントすることもあり、

母の日のようでもありました！ 

私は、あげる人はいなかったの

ですが、自分が食べたかったの

でたくさんお菓子を作ってしま

いました：）。夕方にはホスト

マザーのお母さんのお家に行き、

バレンタインパーティーをしました。お家に行く

とワンちゃんがお出迎えしてくれたのですが、も

のすごく大きくシロクマみたいなワンちゃんでび

っくりしました！（犬種はグレートピレニーズだ

った気がします） 

2月 17日： 

こまたまたクレージー妹

発動！ バスルームに連

れていかれ始まったのは

化粧かと思いきやお絵かき(笑)。しかも、顔に!!! 

そして完成したのは猫。妹の玩具になっています

(笑)、と言いつつ楽しんでいる自分もいたり！ 

2月 27日： 

何人かの留学生と

rock and roll 

hall of fameに行

ってきました！ 

留学生同士だとい

つも話せないよう

なことを話せたり、

みんなと簡単な言語交換をできたりするのでいつ

も楽しく過ごせてます。    （次号に続く） 

 
3月のメニュー 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3月  4日(金) チラシ寿司 

3月 11日(金) ハヤシライス 

3月 18日(金) 上鰻丼 

3月 25日(金) カツオタタキ、天丼 


