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水 曜 日（12:30～13:30） 当 番 吉田（行）君、吉澤君

土屋会長
それでこそロータリー 四つのテスト
古島照夫様

【会長報告】
地区より九州北部豪雨災害被災者に対する
義援金のお願いあり、１人５００円。１０／１０
締切。来月の理事会にて討議します。
９月は「基本的教育と識字率向上」
「ロータ
リーの友」の月間です。ＲＣは基本的な教育の
機会を拡げて子どもと成人の識字率を向上す
る取り組みを行っています。日本の識字率は
９９％で世界ランク２８位。
最下位は南スーダン
２８％だそうです。所沢西ＲＣが１９９５年から
ネパールの子ども達のために日本ユネスコ協
会を通じ書き損じ葉書や商品券を現金化して
全額寄付する事を始め、
その後、
目に見える形
という事で地区国際奉仕部門が世界寺子屋支
援活動
（校舎の建設）
を開始。
ミャンマーにＲＣ
が出来て以降は奨学生を通じて寺子屋支援を
行ったという記録があります。２０１２年、
厚労
省国民生活基礎調査で日本の子どもの相対貧
困率１６．
３％、６人に１人が貧困と報じられ
地域や民間ボランティアが「子ども食堂」
「学
習支援」等に取り組んでいるとの事。当地区
でも
「子ども食堂」
への支援を行うようです。
【幹事報告】
クールビズは９月末まで。５５周年の資料
を配付しました。よろしくお願い致します。
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
中山君
夜間例会、
大勢のご参加有難うございました。
１０／２３夜間例会１８時点鐘、
大松閣。南口集合
１７：２０。
１１／２４親睦ゴルフコンペ、飯能グ

リーンＣＣ。表彰式・懇親会は蜻蛉亭。出欠を
お知らせ下さい。ご参加お待ちしています。
◎社会奉仕委員会
服部君
１１／９サッカー大会ポスターをお持ち帰り
下さい。
締切は９月末日。
１６チームのトーナ
メント制のところお蔭様で１４チームが既に
登録。飯能は１チームですが千葉、秩父と広
い範囲から応募がありました。
◎ＲＣ財団委員会
増島君
特別寄付を伊澤健司会員より頂戴しました。
◎雑誌委員会
都築君
「ロータリーの友９月号」
横組Ｐ７、
月間特集
「言葉が人の未来を育てる」モンゴルの聴覚障
害児に日本の教科書をモンゴル語に翻訳して
贈呈。Ｐ１０、タイの地方８８校に図書贈呈。
Ｐ
５４、
「カムリーバンク」はポール・ハリスと妻
ジーンが３５年間住んでいた所。
写真の灯篭は
１９３５年、
日本のロータリアンから贈られた物
で、改修のため元の位置に戻ったそうです。
縦組Ｐ４、
「ラグビー憲章」
とＲＣの精神には親
和性があるとの事。Ｐ２０、日高ＲＣの落合、
高木会員の俳句が掲載されています。
【出席報告】ＭＵ・無届欠席０ 杉田出席向上委員

会 員 数
当
日
前々回修正
全 数 対 象 出席数 出席率 出 席 率
【結婚・誕生日祝】
矢島（高）親睦活動委員
◇会員誕生日おめでとう
４木川君、６石倉君、９中山君
２２神田（敬）君、２８土屋（崇）君
◇結婚記念日おめでとう
大野（泰）君、都築君、大野（康）君、藤原君

◇夫人誕生日おめでとう
１１大野（泰）夫人、２２天ヶ瀬夫人
２３森夫人、２８和泉夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・飯能ＲＣの皆さんには日頃大変お世話になっており
ます。
本日よろしくお願い致します。 古島照夫様
・古島様ようこそ！本日は卓話よろしくお願
い致します。有難うございます。
吉田（健）君、細田（吉）君、細田（伴）君、大附君
新井（景）君、矢島（巌）君、田辺君、髙橋君
加藤君、神田（敬）君、本橋君
・誕生日祝い有難うございました。 木川君
中山君、神田（敬）君、石倉君、土屋（崇）君
・結婚記念日お祝い有難うございます。
大野（康）君、都築君
・大学１年砲丸娘、
全日本インカレ２位１５ｍ
８３自己ベスト更新です。
大野（康）君
・先週の夜間例会は皆様大変お世話になりま
した。
中山君
・妻の誕生日お祝い有難うございます。
森君、大野（泰）君、天ヶ瀬君
・前回は失礼しました。
髙橋君
・早退します。
小川君、本橋君
本日計４８，
０００円、累計額２１７，
５０１円。
◎２５日例会当番は安藤、新井（景）会員です。
【卓

話】

講師紹介
矢島
（巌）会員選考委員長
Ｓ１８年、東京都牛込区生まれ。戦災のため４才で
飯能に転居。一小、
一中、
川越高校を経て、
Ｓ４１年、
静岡大学を卒業、父の経営する「トリオ印房」に入社。
Ｈ２０年、
入間漁業協同組合長に就任。
４期１２年務め
られました。その間に埼玉県漁業協同組合連合会会
長に就任、
３期７年目になるそうです。
柏木氏の跡を
継いで観光協会会長に就任されました。商工会議所
は観光に力を入れており、会館建設に際しても観光
協会役員様からは多大な協賛金を頂いております。

埼玉県の川と魚について
埼玉県漁業協同組合連合会 会長
（一社）奥むさし飯能観光協会 会長

古島照夫様
埼玉県に漁協が存在する事自体、実感の無い方が
多いと思いますが、埼玉県には９漁協があります。
秩父の源流から玉淀ダムまでの漁業権を管轄する
「秩父漁協」
、その下流部の
「埼玉中央漁協」
、神流川
「児玉郡市漁協」
、都幾川
「武蔵漁協」
、日高
「埼玉西部
漁協」
、私共
「入間漁協」
、
「埼玉南部漁協」
「埼玉県北部
漁協」
「埼玉東部漁協」
と計９つ。それらを束ねるの
が
「埼玉県漁業協同組合連合会」
です。その上部組織
は
「九州四国」
「中国」
「近畿」
「東海」
「北陸」
「中央」
「東北」
「北海道」
と８ブロックがあり、
その上が
「全国内水面
漁業協同組合連合会」
です。会長は宮腰光寛氏。前・
内閣府特命担当大臣
（沖縄及び北方対策等）
でした。
ここ数年、
大雨による災害が続きました。
寄付金を
募って支援したらどうかという話があって、九州ま
ではやったのですが、
新潟も、
長野も、
みたいな事で、
もう止めてしまいました。
この間みたいな風速４０ｍ
までしか耐えられないような鉄塔だとこれからは大
変な事になる。
なかなか難しいですが、
災害に強い河
川等、是非皆さんのお力でそういう事も発信して頂
いて安全な日本にして頂きたいと思います。
漁協には、
川とか河畔林とか、
そういう所の権利は
一切ございません。
川の中の魚だけ。
獲る権利だけで
す。漁業権は埼玉県９漁協が知事から負託されます。
交換条件が、
漁業権魚種１１種類の魚を増殖せよ、
出

来なければ放流せよという
事。遊漁者が楽しめる環境を
作る事との引き換えで漁業権
を頂いております。
３年程前、宮沢湖の漁業権
は撤去。釣りは出来ない事に
してメッツァが進出。それが
交換条件でした。宮沢湖の底
地は当時国有地。それが県に
移り市に移って現在は私有地
です。漁業権は地主の同意が
要るため、
次の更新時
（１０年毎）
に飯能市が同意しな
いとなれば漁業権は入間漁協では取れないという事
です。メッツァ開業に合わせて入間漁協は漁業権を
放棄したという経緯がございます。
地球全体の水は１３．
８億ｋ㎥。
１億リットル
（１ｋ㎥）
の１３．
８億倍。海水が９７．
２５％、氷山・氷河２．
５％。
飲み水、
河川、
湖沼にある淡水というのはほとんど無
いに等しい。空気中の水分、湿度の１０分の１が川を
流れているという事なのです。川の水は流れたら終
わりではなく、
雨が降って補充されるので、
少ない量
でもかなりの人口の飲料水になっております。
２年前マリアナ海溝８０００ｍの所で１５～２０㎝位
の魚が発見されました。
ゾウ１６００頭分の圧力に耐え
られる魚。
普通の人間だと１０ｍでもキツいと思いま
す。世界には２万８０００種の魚がいると言われてい
ますが、
うち、
淡水魚は１万２０００種。
日本にいるのは
３００種位で、
埼玉県には６４種類と外来魚１９種類が
いて、荒川水系では５５種類が確認されています。
一説によると昆虫を含め生物で名前の分かってい
るのは３割で、
７割は名前がついていない。
「生物総
重量」
で言うと小さい生き物ほど総重量が多い。
小さ
い生き物を餌にして大きいものが生きていくため、
小さいものが多くないと食物連鎖が続かないわけで
理屈通りだと思います。プランクトンの重量が一番
重く、ミミズやアリもかなりの重量だそうです。
日本の森林も今、生態系が狂ってしまっていて、
先日も矢颪河原にカモシカが出ました。
「川に大きい
犬がいる」
と、
漁協のおとり売り場に知らせに来た人
が居て、行ってみるとカモシカだった。普通低い所
には出て来ないものなのです。名栗ではシカが車に
ぶつかる事故が非常に多いですね。
宮沢湖の漁業権が無くなった関係で組合員が減
り、現在８００人位。名栗から川越の東上線の鉄橋
までが入間漁協の漁業権の範囲で、その中で、水産
庁や飯能市の事業を行っています。
今、漁協が直面している問題は「カワウ」
「アユ
の冷水病」
「外来魚被害」の３つ。オオクチバスは北
米の南部が原産。
１９２５年、
芦ノ湖に食用として移植
されたのが最初です。コクチバスは北米の北部、カ
ナダにもいます。ブルーギルの「ギル」はエラの事。
３種共、
スズキ目サンフィッシュ科。駿大の、漁協の
仕事を体験する授業では、
コクチバスを獲って、
から
揚げにして食べたりします。刺身が一番美味しいの
ですが安全のため揚げています。チャネルキャット
フィッシュ
（アメリカナマズ）
は埼玉県の水産研究所
が食用として米国から入れました。骨が硬く料理が
面倒で、食べられなくなったものを川に放したので
すね。霞ヶ浦では網を引くとアメリカナマズしか入
らないという状態になってしまいました。あと数十
年したら狭山辺りまではアメリカナマズしかいない
ようになってしまうかもしれないですね。外敵がお
らず、死んで腐ったものまで食べるナマズです。
これら３つの問題が漁協の経営を圧迫している事
に加え、４つ目に
「組合員の高齢化」
があります。県
職員に言わせると「負のスパイラル」です。４大要
素に打撃を受けてだんだん組合の収入が減る。そう
すると魚の放流量が減る。遊漁者が減る。漁協の衰
退が心配されております。漁協というのは、本来、
県職員が治めていかなければいけない漁業権を代行
しているボランティア団体と思って頂ければ有難い
と思います。ご清聴有難うございました。

