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の前に、全面捕鯨禁止には到りませんでした。
そこで条約加盟国を水増しするという策動を行
い、1982年ついに必要な3/4の票数を獲得して

「10年間商業捕鯨モラトリアム」を可決しました。
この時、IWC科学委員会の「いくつかの鯨種に
ついては捕獲枠を設けるべきである」という勧
告は無視され、10年が過ぎても見直しは行われ
ていません。
　これに対して日本は異議申し立てを行い、条
約第8条による権限を行使して1987年から「南
極海鯨類捕獲調査」（調査捕鯨）を開始しました。
南極海の鯨類資源の実態と変化を調査し、適切
な鯨類資源管理に資する基礎的な情報を収集し
て、IWCの会議に反映させてモラトリアムの解
除へと繋げることを目標としています。その後
32年にわたって続けられた一連の調査により、
クロミンククジラの安定した資源量、ザトウク
ジラやナガスクジラの顕著な資源回復などが明
らかになり、IWC科学委員会が提唱する「改定
管理方式」に従った捕鯨であれば、クジラ資源
は充分以上に保全されることはすでに証明され
ています。
　一方、FAO（国連食糧農業機関）の統計では
全世界の漁獲量が年間9千万トンであるのに対し
て、鯨類の総捕食量は年間2億8千万～5億トンと
推計されており、又鯨類による漁業への食害も
世界各地で報告されています。漁業への影響は
鯨類の増加が放置されれば深刻化することは自
明であり、のみならず理想的な蛋白資源である
鯨類を利用しないことは、人類の食料資源確保
の観点から見て莫大な喪失であります。このこ
とに世界各国は早く気付き、捕鯨へのタブー視
をやめるべきだと申せましょう。

卓　　話
南極海調査捕鯨とIWC（国際捕鯨委員会）

　　　新鯨類南極海科学調査計画
　　　　（NEWREP-A）2018/19
　　　調査捕鯨船団

船医　萩原　博嗣 様

　南極海における母船式遠洋捕鯨は、20世紀初
頭に、イギリスとノルウェイによって開拓され
ました。日本は遅れて1934年から参加し、すぐ
に活況を呈するようになります。この当時は各
国入り乱れて大型鯨類の乱獲が行われていまし
た。その後太平洋戦争によって捕鯨は中断され、
日本ではすべての捕鯨船が軍事用に転用されて
壊滅的な損失を被っています。
　戦後の1948年、当時の捕鯨15か国によって国
際捕鯨取締条約（ICRW）が締結されます。そ
の目的は「鯨類資源を保護しながら、捕鯨業を
健全に発展させ、将来の世代に引き継ぐこと」
と前文に明記されている通りで、国際捕鯨委員
会（IWC）は条約の執行機関です。日本は1951
年に加盟しました。IWCの捕鯨制限は、当初は
南極海全体での総捕獲頭数制限枠があっただけ
でしたので、当時捕鯨オリンピックと言われた
ような早い者勝ちの乱獲が行われ、大型鯨類の
急速な資源枯渇を招きました。
　その結果、1964年シロナガスクジラとザトウ
クジラの捕獲が全面禁止されるなど規制が強化
され、鯨油だけが目的では採算が合わなくなっ
た欧州各国は南極海から撤退しました。そして
ノルウェイ以外の国は反捕鯨国へと変貌します。
　その後、米国を中心とする反捕鯨国は捕鯨を
厳しく規制する動きに出ますが、科学的な根拠
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たそうです。
　次に、明日6月13日は、「はやぶさの日」とな
っています。
　宇宙航空研究開発機構(JAXA)宇宙科学研究所が
ある神奈川県相模原市が2012年に制定しました。
　2010年のこの日、小惑星探査機「はやぶさ」
が小惑星「イトカワ」までの7年間の旅を終えて
地球に帰還したことで制定されました。現在「は
やぶさ２」のプロジェクトが進行しているのは、
ご承知の通りです。
　さらに、小さな親切運動スタートの日でもあ
ります。1963年の６月13日、「小さな親切」運
動本部が発足しました。その年の東京大学の卒
業式の告辞の中で、茅

か や
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総長が「小さな親切
を勇気をもってやってほしい」と言ったことが
きっかけとなって、6月13日に茅氏を始めとす
る8名の提唱者が、運動を発足させました。“で
きる親切はみんなでしよう　それが社会の習慣
となるように”、“人を信じ、人を愛し、人に尽
くす”をスローガンに運動が進められています。
　さて、本日の卓話は、本年度最後の卓話です。
5月8日に引き続き、第2弾として、佐世保共済病
院 整形外科顧問の萩原博嗣さんにお話しいただ
きます。
　卓話のテーマは「IWCと南氷洋捕鯨」です。
今回も、なかなか聞けないお話と思いますので、
しっかり拝聴させていただきます。
　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．ガバナーエレクト 千葉　憲哉 さん
　次年度会員増強委員長 佐藤　　豊 さん
　2019-2020年度 会員増強セミナー開催のご案内
　日時／2019年7月28日㈰ 14：00開会～16：00閉会
　会場／東彼杵町総合会館 大会議室
　 該当出席者／次年度クラブ会長、次年度クラ

ブ会員増強委員長

2．佐世保市内8RC親睦ゴルフ大会
　ホストクラブ　佐世保東RC
 会長　川中　裕二 さん
　 実行委員長　松瀬公一郎 さん
　親睦ゴルフ大会のお礼と決算報告

3．佐世保市海の日協賛会 会長　朝長　則男 様
　 海をきれいに“ビーチ・クリーンアップ”への

参加ご協力について（お願い）
　日時／令和元年7月15日（月・祝）
　　　　雨天決行　荒天中止

例 会 記 録
◯ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」
◯ビジター
　第9グループガバナー補佐
　福江中央RC 江口　正則 さん
◯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

会 長 挨 拶
 会長　古賀　　巖
　先週の土曜日は、役員交代式
記念ゴルフが24名の参加を頂い
て開催されました。
　ゴルフ場では新会長挨拶もあ
りましたし、本日は最後の期前
理事会も開催されます。木村会
長の体制がいよいよスタートしていくのを実感
しております。
　今日6月12日は「児童労働反対世界デー」です。
ILO（国際労働機関）が世界の目を児童労働に向
け、児童労働を撲滅する必要性を世界に訴える
ために2002年に制定しました。
　児童労働とは、義務教育を妨げる労働や、法
律で禁止されている18歳未満の危険で有害な労
働を指します。いま世界で1億5,200万人、5～17
歳の子ども10人に１人が児童労働に駆り出され
ているとみられています*。ただし、家や田畑で
の手伝い、小遣い稼ぎのアルバイトなどは含ま
れません。

（*出典 ILO “Global Estimates of Child Labour: 
Results and trends, 2012-2016” 2017年9月発表）
　児童労働は遠い海外の問題と思われがちです
が、児童労働者の約70％は農林水産業に従事し
ていて、コーヒーやタバコ、コットンなど、日
本の私たちが購入する製品の陰で、子どもたち
が犠牲になっている可能性があると言われてお
ります。
　また、1942年のこの日、ユダヤ人の少女アン
ネ・フランクによって「アンネの日記」が書き
始められたということで、「アンネの日記の日」
でもあります。
　アンネの家族は、ナチス・ドイツのユダヤ人
迫害を逃れて、アムステルダムの隠れ家に身を
隠しました。日記は隠れ家に入る少し前の、こ
の日の13歳の誕生日に父から贈られたものだっ
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　集合／ 午前8時30分
　清掃活動／午前9時から1時間程度
　実施場所／鹿子前地区
　集合場所／九十九島パールシーリゾート

4．佐世保市長 　朝長　則男 様
　 「空き缶回収キャンペーン」への参加について（お礼）

委員会報告
■第2740地区ローターアクト委員会 安福　竜介
　6月8～9日の両日に亘って、島
原のホテル南風楼にて、第37回
年次大会が開催されました。当ク
ラブからは福田ガバナー、増本 
地区幹事、安部雅隆さん、そし
て安福の4名と長崎国際大学RAC
からは三原会長を始め9名のメンバーで出席して
参りました。
　開会式におきまして代表挨拶、来賓祝辞、開
催地である島原RC、RACの会長挨拶の後、こと
もあろうか樋口地区代表が仕事のため帰ってし
まうという、ありえないハプニングが起きる中、
休憩を挟んだ後、峯直前代表の仕切りにより各
RACより年間の活動報告がありました。その中
で、唐津と佐世保東RACの2クラブが今期限り
で活動休止という、残念な報告がなされました。
各クラブとも会員減少に頭を悩ませている中、
我らが長崎国際大学RACは、3名のスタートか
ら現在14名までの会員増強がなされたという報
告で、会場から賞賛の拍手が起き、彼らにとっ
ても大きな自信となったのではないでしょうか。
　ちなみに、こういった大会では登録キットが
配布され、中には通常、大会記念誌というもの
が入っているのですが、今回入ってなかったの
で、おかしいなと思ったら前方スクリーンにQR
コードが映し出されていて、それぞれスマホ等
で読み込むとWeb上で記念誌が見られるという、
私はRACの年次大会に今回が初参加だったの
で、これが初の試みかは分かりませんが、いか
にも現代っ子らしい取り組みにびっくりいたし
ました。

囲碁・将棋同好会より
　平尾　幸一

　日時／ 令和元年6月19日㈬
　　　　 18時頃より開始、21時

終了予定
　会場／いけす博多屋
　会費／ 5,000円（ ビ ー ル1本 と

食事付き）
　　　　アルコールの持ち込みOKです。

雑誌の時間
クラブ会報・広報委員会 　安部　雅隆
　昨今海洋プラスチックごみが
問題になっております。先日の
ニュースでもカナダがプラスチ
ックの袋やコーヒーカップのふ
た、ボトルなど、使い捨てプラ
スチックを2021年から禁止する
方針を発表したとありましたが、この問題解決
に関して早急な国際協力が求められております。
この海洋プラスチックごみに関する記事が「ロ
ータリーの友5月号」に掲載されておりましたの
で、少し紹介させていただきます。
　平成28年度の環境省が実施した調査によると、
日本全国10地点の海岸漂着ごみの中で個数・容
積ともに最も多かったのがプラスチックごみで
あったそうです。また、年々増え続けるそのプ
ラスチックごみの量は2050年には重量換算で、
海にいる魚を上回るという予測が出ており、そ
の量たるや全世界にとって深刻な問題に発展し
ております。
　ちなみに、プラスチックは自然分解に非常に
時間がかかる物質であり、長期にわたって海の
中に存在することになります。例えば、海に流
出したレジ袋が自然分解されるには20年、ペッ
トボトルであれば400年、釣り糸に関して言え
ば自然分解されるのになんと600年の年月を要
するそうです。また、推計値でありますが、世
界の国で最もプラスチックごみを発生させてい
る国はお隣の中国、その次にインドネシア、フ
ィリピンと続き、我が日本も30位に位置してい
ますが、世界の海洋流出プラスチックごみの80
％がアジア諸国から発生しているという事実も
我々としても目を背けるわけにはいかないこと
であります。
　前述した通り、この問題は世界規模で解決に
向けた取り組みを推進していく必要があります。
カナダの例のように、プラスチックそのものを、
もはや製品の原料としない方針を国全体で定め
たり、一方で最新の技術によってごみを再生資
源化する動きも考えられたりしています。しか
しながら、人々のマナー向上や海岸美化に対す
る心がけも同様に求められることではないでし
ょうか。夏到来というこれからの季節、海水浴
等に出かけられた際は、ごみを放置しないこと
は無論、海岸美化にも貢献するような心がけを
持ちたいものです。
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クラブ会報委員会

慶　　　祝
 親睦活動委員会　北野　慎司
◯今月の誕生祝い
　 有薗　良太 さん（4日）・池田　　豊 さん（8日）
　円田　三郎 さん（9日）・岡　 英樹 さん（22日）
　松本　祐明 さん（23日）

ニコニコボックス
 親睦活動委員会　小村　英司
第9グループガバナー補佐
福江中央RC 江口　正則 さん
　福田ガバナー、クラブの皆様にお礼を申しあ
げます。ありがとうございました。

古賀　　巖 会長、廣瀬　章博 副幹事
井上　斉爾 さん、増本　一也 さん
加納洋二郎 さん、北野　慎司 さん
平尾　幸一 さん、有薗　良太 さん
髙田　俊夫 さん、井口　東郎 さん
黒木　政純 さん
　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 様の卓話に期待してニコニ
コします。

福田　金治 ガバナー、増本　一也 地区幹事
古賀　　巖 会長
　今年度第9グループガバナー補佐 江口正則様
のご来訪を歓迎してニコニコします。

髙田　俊夫 さん
　「ロータリーの友を良く読んでますネ」という
ことで、6月号に載せてもらいました。
　感謝してニコニコです。

有薗　良太 さん、池田　　豊 さん
円田　三郎 さん、岡　　英樹 さん
松本　祐明 さん
　誕生月のお祝い、ありがとうございます。

（今週の担当：安部　雅隆）
（カメラ担当：大神　吉史）

＊2019年6月例会予定＊ 

 6月19日　クラブ協議会
 6月26日　クラブ協議会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
例会未定

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／6月25日㈫　18：30～
会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　　　最終例会　役員交代式

＊ 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。

委 員 長　大神　吉史　　 　　委　員　萩原多恵士 ・ 橋詰　文雄 
副委員長　黒江　章雄　　　　 　　　　安部　雅隆 　　

【今週のランチ】
「鯛のフライに鯛の煮
付け」
うまか弁当鯛っ！

役員交代式記念ゴルフコンペ　2019年6月8日㈯

中村　徳裕 さん
　萩原博嗣先生の卓話に感謝を込めてニコニコ
します。
　当社、出版部門 芸文堂にて「ドクトル太公望
の世界周航記」の出版のお手伝いをさせていた
だき、名誉ある「佐世保文学賞」を受賞されま
した。

ニコニコボックス 本日合計 　23,000 円
 累　　計 1,063,000 円

◇


