
第 2599回例会

≪司 会≫  杉田至弘 君

≪合 唱≫  「我等の生業」

≪BGM≫   「あわてんばうのサンタクロース」

≪ゲス ト≫  静岡県農林技術研究所

農村植生管理プロジェク ト上席研究員

農学博士 稲垣栄洋 氏

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

12月 18日 由利浩志 君
12月 21日 川崎依子 君

結婚記念 日

12月 21日 高田雅司 君

12月 25日 本津 誠 君

≪会長挨拶》

皆さん こんにちは

先 日は第 4分区の会長・幹事会が開催され、来年の

インターシティーミーティングの案内がございました。

日本平RCがホス トクラブで 2月 3日 (日 )に 当ホテル

アソシア静岡にて開催 されます。 登録料は 5,000円

ですが、各クラブ 20名 の参加が要請されています。

来年は清水北RCが ホス トで、翌年が東クラブの当番

となっています。各クラブ共財政事情が厳 しく 5,000

円の登録料は値上げして欲 しくないそ うですが、ホス

トクラブは約 50万円の赤字(持 ち出し)と なり運営が

厳 しいようです。

さて、本 国はインターシティー ミーティングにご参

加できない会員さんのために当日の基調講演の先生の

著書を御紹介致します。 IMのテーマは 「海洋資源に

よる地域活性化 。目指そ う地球探査船『地球』の清水

港誘致」とい うものですが、本 国御紹介する本は講師

の東海大学海洋学部教授・山田吉彦の 「日本は世界第

4位の海洋大国」とい う講談社の+α 新書です。

日本の陸地(領土)の 面積は世界で 61番 目です。しか

し、日本が他国を排除して、経済的な様々な権益をも
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つ海域である「排他的経済水域」と領海を足 した面積

は、世界で 6番 目の広さであり、更にこれに 「深 さ」

要素を加えて 3次元的にみると世界の 4番 目の大きさ

になるそ うです。「排他的経済水域」は海の憲法 といわ

れる「国連海洋法条約」により、沿岸から200海里 (約

370k m)ま での範囲を設定することが認められてい

て、その境界が隣国と接 して水域が重複する場合には

両国の合意で決められますが、一般的には両国の沿岸

からの中間線をもつて境界 とします。 しかし例によつ

て中国のように自国の主張だけを優先 して隣国の主張

を全 く無視する国もあります。
「排他的経済水域」においては、次の 3つの重要な

権益が認められています。

1. 海底に眠る資源を調査して開発する権利。注

目を浴びているメタンハイ ドレー ドや、海底熱

水鉱床等に含まれ るレアメタルの採掘が期待

されています。

2. 海中を調査 して、海水中に浮遊する資源等を

利用する権利。塩を構成するナ トリウムをはじ

めとす る多 くの元素を採取する技術の研究が

進めば海水そのものが無尽蔵な物質の供給源

となります。

3. 漁業管轄権ですが、日本にとつては日本沿岸

の北西太平洋は世界 3大漁場 といわれるほど

漁業資源が豊かで、沿岸 200海里までは漁業資

源を独占できますが、各国が 200海里の排他的

経済水域 を設定 したために日本の遠洋漁業が

壊滅的打撃を受けてしまいました。

又、 日本の海は世界 1の種の宝庫でもあります。

世界中の海に生息する生物の内の 14.6%3万 3629種
の生物が、日本の海で確認 されています。

著者はこのような『 日本の海』を利用すれば、広大

な陸地をもつ大国にも太刀打ち出来るとして、日本が

これから築き上げていく海洋開発の技術革新に期待 し

ています。

詳 しくは、御都合がつけば IMに ご参加頂くか、「日

本は世界 4位の海洋大国」山田吉彦著 :講談社をお読

み頂ければ幸いです。



《来賓卓話》

「童謡・唱歌を解く科学的視点」

農村植生管理プロジェク ト上席研究員

農学博士 稲垣栄洋 氏

皆さん雑草は強いと

思 ってお られ ませ ん

か ?実は雑草は非常に

弱い植物で、弱いから

こそ生存競争が少ない

厳 しい環境でも生き抜

いていると言えます。

雑草は踏まれても立ち上がると思つてお られません

か ?雑草は踏まれると絶対に立ち上がりません。立ち

上がる程、強くないので寝たまま生き抜いていくよう

進化 した植物です。

このように、「どうでも良いもの」でも研究すると見え

てくる真実があります。

童謡は子供の歌です。 しかし、子供は歌詞を理解 し

て歌つているでしょうか ?私 自身を含めて意味を理解

せず世代を越えて歌い続けてきたと思います。大人に

なって自然科学の観点から学者の日でみると童謡の歌

詞から興味深い情景が読み取れます。
「蝶々」では、蝶は花でなく葉に止まると歌われて

お ります。更に葉から葉へと次々と移動 していきます。

どうして、花でなく葉なのでしょうか ?これは自然科

学的に考えると正しく正確に観察された情景の歌詞で

す。この歌の蝶は 「モンシロチ ョウ」で、油科の植物

の葉に産卵する習性を持つています。また 1枚の葉に

1粒だけ卵を産み付けます。従って産卵期には葉から

葉へ次々飛び移 りながら産卵を行います。また菜の花

はまさしく油科の植物で、この歌詞の情景は自然科学

的にも正しいと言えます。

日本国内に生息する赤 とんぼは 21種ですが、「赤 と

んぼ」の歌詞に出てくる赤 とんぼが歌詞から特定でき

ます。赤 とんぼの とま りかたには種毎に特徴があ り

棒の先端部にとまるのは 「アキアカネ」とい う種だけ

であることから「とまっているよ、竿の先」のフレー

ズで判断できるのです。
「故郷」の鮒はどうして 「小鮒」なのでしょうか ?

研究してみると、「大鮒」でなく「小鮒」が正 しいこと

がわか りました。鮒はサケやマスと同様、大人の成体

は大きな川で生息しますが、産卵期は小川に遡 り最終
「田圃」で産卵を行 う習性を持つています。従つての

どかな田園風景が広がる場所で子供が釣 りを行 うであ

ろう小り||で は、孵化 して間もない小鮒 しか生息してい

ないことは自然科学的にも正しいと言えます。

世代を越えて歌われ続けたこの日本の情景は、今は

どうでしょうか ?「モンシロチ ョウが飛びか う菜の花

畑」、「夕焼けに映える赤 とんぼ」、「大川、小川、田ん

ぼを回遊する鮒」の情景がある我々世代が当たり前に

感 じていた 「故郷」は残つているのでしょうか。すつ

か り、「菜の花畑」は見なくなりましたし、「アキアカ

ネ」は現在、絶滅危惧種に指定されてお ります。鮒が

産卵できる「田圃」はまず、国内に残つていないと

思われます。

変わらない「故郷」

があるから自分自

身が変わることが

できると思います。

また帰る場所があ

るから、どこまで

も遠 くへ行けるの

だと思います。一

見、「どうでも良いもの」に思える雑草、蝶、 とんぼ

鮒も我々が 「変えずに」後世へ伝えるべき大切なもの

ではないでしょうか。

≪スマイル報告≫

戸塚敦雄 君   昨 日の静岡新聞朝刊に「静岡平喜酒

造」の紹介記事を載せていただきまし

た。本 国の午前中に、新酒の初搾 りが

出来ました。感謝 してスマイル致 しま

す。

佐野哲一 君

由利浩志 君

川崎依子 君

高田雅司 君

寺内秀夫 君

杉本幸子 君

グラン ドキャニオンをセスナで舞

ってきました。核実験は なるほどネ

バダだと実感 した次第。ついでにシリ

コンバ レーはサンノゼのインテル本

社 と広大なる敷地を有するスタンフ

ォー ド大学に寄つてきました。米国の

IT頭脳集約地です。当然ながらフィ

ッシャーマンズワーフで蟹 も食べて

きました。

誕生 日のお祝いあ りがとうござい

ます。60代最後の誕生 日です。健康

チェックをしっか りしてがんば りま

す。

誕生 日のお祝いをあ りがとうござ

いました。幾つになつても祝つていた

だき、プレゼン トをいただけるのはう

れしいものですね。時期的に学生時代

から飲み会の口実になつていました

が、今年も21日 当日には女子会があ

ります。楽しい一年にしたいと思いま

す。感謝 してスマイル します。

結婚記念 日のお祝いのお花、ありが

とうございます。毎年例会の席 (幹事

報告)で思い出します。

今年一年のロータリアンの愛情に

感謝 してスマイル !!

卓話に稲垣栄洋様をお迎えし、興味

深いお話をお聞きできたことに感謝

してスマイルします。

《出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

12/13 57(54)

57(55)

11/29 57(55) 9 5 90 91%


