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＜本年度会長テーマ＞ 『 つたえよう！つながろう！ 』

広島安佐ロータリークラブ

会長時間

2019年10月3日(木）第945回

3階「瀬戸の間」

本日はロータリーとポリオについてお話をさ

せて頂きたいと思います。まずポリオとは、ウ

イルス感染によって発症する病気で感染した場

合ウイルスが神経組織に入って身体マヒを引き

起こし、ときには死に至ることもあります。幼

児期に感染する確率が高く、小児マヒとも呼ば

れています。また、ワクチンで予防は可能です

が治療法はありません。

ですが、ポリオは根絶が可能な疾病です。ロー

タリーとそのパートナー組織はポリオを世界か

ら根絶する取り組みを30年以上にわたり続けて

います。ロータリーの「ポリオプラスプログラ

ム」は子供を対象とした大々的な予防接種を通

じて根絶をめざす世界で初めての取り組みでし

た。ロータリー会員はこれまでに19億米ドル以

上を寄付し、122か国、25億人以上の子供に予

防接種を行うため多大なボランティア時間をさ

さげてきました。様々な活動や働くかけた結

果、世界各国の政府やビル・ゲイツを筆頭に数

多くの著名人のサポートを得ています。そして

我が安佐ロータリークラブも毎年2,000米ドル

を寄付しており2710地区では常に1位から3位を

推移しており、ポリオプラスプログラムに非常

に熱心なクラブであることを当クラブ会員は認

識しておいて頂きたいと思います。

ロ ータリーとポリオ についての詳細は

https://vimeopro.com/rotary/polioplus-vide

os-japaneseかもしくは配布してますQRコード

で動画視聴をしてください。

以上を本日の会長時間とさせていただきます。

ご清聴ありがとうございました。

10月度第一例会につき、記念月・誕生月のお

祝いと、米山奨学生 レ・シー・タンくんに奨

学金が授与されました。

会長時間では、道垣内会長より、ポリオにつ

いての話がありました。ポリオ根絶は、長年に

わたりロータリークラブが力を注いでいる活動

です。活動開始以来、99.9％減ってはいます

が、100％に達さない限り根絶したとは言えま

せん。ポリオはまだ根絶されておらず、私たち

の活動は続きます。

（広報・会報委員）

｢相続法の大改正

～自筆証書遺言がかわる～｣

エフアイ法務行政士事務所

行政書士

今井 利行 様

今回の来賓卓話は、三宅会員の推薦で、エフ

アイ法務行政書士事務所の行政書士 今井利行

様にお越しいただきました。



卓話の内容は「相続」についてということ

で、昨年（平成30年）7月、40年ぶりに大幅改

正された相続法に基づくお話でした。

この40年の間に、日本人の平均寿命は延び、

高齢化社会になるなど環境も大きく変化しまし

た。それにより起こりうる問題もあり、（1）

相続が起きたあとの配偶者の生活に配慮するた

め。（2）遺言書の作成を促し相続に関する紛

争を防止するため。（3）その他、現状に合わ

せた改正などが行われているそうです。

その中で、今回は（2）の自筆証書遺言の方

式の緩和と法務局における自筆証書遺言の保管

制度についてお話ししていただきました。

遺言は特に相続においては必要で、遺言がな

いために相続が起きてから、相続手続きが面倒

であったり、相続人の人数が多くて話がまとま

らないことがあるのも事実だそうです。

そのために、今井氏は行政書士として、遺言

を書くことを普及させておられるそうです。

相続は、私たちにも将来起こりうる現実的な

問題です。若い会員には未だ実感がわかない人

もいると思いますが、今日の卓話を参考にさせ

ていただき、身近な問題として家族で話し合う

ことも必要だと感じました。

（広報・会報委員）

本日のプログラム

10月3日(木) 第 945 回

幹事報告

｢相続法の大改正
～自筆証書遺言が変わる～｣

エフアイ法務行政書士事務所
行政書士

今井 利行 様

１.BOX配布物

・ガバナー月信とロータリーの友を配布してお

ります。

２.例会変更

・広島安芸RC｢職場訪問例会｣

と き：10月8日（火）13:00～ ※同日変更

ところ：広島おはな警察犬訓練所

・広島西RC「職場訪問例会」

と き：10月10日（木）12:00～14:30

※同日変更

ところ：広島弁護士会館/広島地方裁判所

ニコニコ箱

会員記念日（10月）
☆お誕生日おめでとうございます

・三宅 恭次会員(S19.10.03)

・岡本 忠文会員(S27.10.11)

☆結婚記念日おめでとうございます

・松岡 與吉会員（S45.10.11)

いつも助けてもらってます。

・野村 裕芳会員（H21.10.10）

☆パートナー誕生日おめでとうございます

・長神 憲一会員(ちづ：13日)

お誕生日ですね。まだまだおつき合いをお願

いたします。当日まで覚えていれば良いので

すが･･･。

￥33,000 累計￥207,000



ニコニコ箱

☆入会月おめでとうございます

・横手 裕康会員(H30.10.25)

入会させて頂いてはや１年経ちました。皆様

のおかげで楽しく参加させて頂いています。

引続きよろしくお願いいたします。

☆創業月おめでとうございます

・横手 裕康会員(ワイアンドジー社会保険労

務士法人：H29.10.31)

やっと設立して２年経ちました。･･･今月は

今までになく踏んだり蹴ったりの月です。

･･･明日からまた頑張ります!!
☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりお寛ぎください。今井利行様、お話

楽しみにしております。

☆大串 修二会員

本日卓話の今井様、ようこそお越しください

ました。今日のお話、楽しみにしておりま

す。

☆三宅 恭次会員

今井さん本日の卓話よろしくお願いします。

終活ノート、相続･･･このクラブの会員の皆

様にとって関心の高いテーマだと思います。

おやじギャグは控えめに･･･！

会員数 22名 出 席 率 76.19％

出 席 13名 ご 来 賓 1名

欠 席 9名 ご 来 客 0名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 2名

出席報告 第943回 9月12日

会長時間

2019年10月10日(木）第946回

3階「安芸の間」

先週に引き続き、日本でのロータリーの初期

の歴史を調べてみました。日本人で第一号のロ

ータリアンは、ダラス・ロータリークラブの会

員になった、福島喜三次氏です。今の一橋大の

前身、東京高商卒の福島氏は、大正4年から5年

頃（1915-16年）三井物産の子会社で東洋綿花

（後のトーメン）のアメリカ・ダラスの社長で

した。

福島氏は日本に帰ることになった旨をダラス

RCの会長に申し出たら、ダラスの会長から、東

京にロータリークラブを設立したらどうかと言

われ、それを引き受けて帰国することになりま

す。

帰国した福島氏は、当時三井銀行の常務であ

り、かつてダラスの自宅に招いた事のある米山

梅吉氏の協力を得て、大正9年（1920年）10月

20日に創立総会を開くことが出来ました。総会

時のメンバー20名、後に4名が追加されて、チ

ャーターメンバー（ロータリークラブの創立会

員）は24名となって、初代会長に米山梅吉氏、

幹事に福島氏が選ばれています。翌年、大正10

年の4月1日に承認されて、日本に初めてのロー

タリークラブが創立されました。

以上が、ダラスRCをスポンサーとして東京RC

が日本で最初に誕生した経緯です。福島喜三次

氏は、大正10年3月に、三井物産の大阪支店へ

転勤すると、大正11年に17名を以って大阪RCの

創立総会を開いています。東京RCがダラスRCを

スポンサーとしているのに対して、大阪RCはRI

直轄でできたクラブであり、本家クラブと言わ

れています。

シカゴRCは庶民の集まりでしたので、相互

扶助を求めたRCであり、東京RCは一流財界人の

集まりでしたので、相互扶助の必要のない人ば

かりの集まりでしたから、余り相互扶助の活動

をしなかったRCだとされています。

それに対して大阪RCでは、RI直轄クラブとし

て、最初からロータリーの体をなしていたとい

う評があります。

｢危ない会社の見分け方｣

㈱東京商工リサーチ 広島支社

調査部 課長

濱井 智史 様

金融機関はここにきて信用リスクに応じた貸

出金利を設定した取引に舵を切った金融機関も

出てきた。生き残りをかけた争いは金融機関も

例外ではない。そのため、独自に貸出先リスク

を見直し、貸倒引当金を積み増し競争力強化に

動き出すところも出ている。



将来のビジネスビジョンや事業性評価を示すこ

とが困難な企業は厳しい状況に追い込まれてい

くものと見られる。また、引き続き人手不足の

状況が続いており、全国での「人手不足」関連

倒産は1-8月累計で262件（前年同期272件）と

過去最多を記録した2018年に迫るペースで推

移、厚生労働省発表の2019年8月の中国地区有

効求人倍率も1.88倍と地域別では最も高くなっ

ており、安定した人材確保が重要な経営課題の

一つとなっている。

10月には消費税増税が実施されたが、業績改

善が進んでいない中小企業も多く、企業体力の

二極化が拡大しているだけに、動向には注視が

必要である。加えて、米中貿易摩擦による円高

リスクや日韓関係の悪化、香港デモの長期化な

ど不安定な国際情勢がもたらす影響が広がる可

能性もある。年末に向け様々な経営リスクが出

てきた。消費増税の影響は年明け以降の顕在化

が懸念され、倒産は一進一退を辿りながらも増

勢を強める可能性が高まっており、「危ない会

社の見分ける」事でリスク回避に向けた体制を

独自でも構築すべきと考える。

本日のプログラム

10月10日(木) 第 946 回

幹事報告

｢危ない会社の見分け方｣

㈱東京商工リサーチ 広島支社
調査部 課長

濱井 智史 様

１.BOX配布物

・10月定例理事役員会議事録を配布しておりま

す。ご一読ください。

・地区大会にご参加される会員の方のみ、地区

大会プログラムと交通案内を配布しておりま

すので、ご確認のほど、よろしくお願い致し

ます。

・11月21日の例会変更となります、｢第6回

8.20BA杯仲間の絆 サッカーチャレンジマッ

チ｣についてのご案内を配布しております。

出欠のご回答は回覧にてお願い致します。

(11月17日(日)8:30～ 広島県立祇園北高等学

校グラウンド)

・新会員候補者照会文を配布しております。ご

意見のある方は、7日以内にご記名の上、書

面により理由を付して幹事まで申し出て下さ

い。個人情報のため、取り扱いにはご注意く

ださい。

２.例会変更

・広島東RC「広島安芸ＲＣとの合同夜間例会・

懇親会 兼 職場訪問例会」

と き：10月23日(水)18：00～20：30

※同日変更

ところ：ひろしま美術館

・広島安芸RC「広島東ＲＣとの合同夜間例会・

懇親会」

と き：10月23日(水)18：00～

※29日(火)変更

ところ：ひろしま美術館

・広島陵北RC「新会員歓迎並びに古希を祝う夜

間例会」

と き：10月23日(水)18：30～※同日変更

ところ：リーガロイヤルホテル広島

３.休会

・10月16日（水）広島陵北RC

・10月17日（木）広島北RC

・10月21日（月）広島中央RC・広島廿日市RC

４.お知らせ

・次週10月17日(木)は休会となっております。

お間違えのないよう、よろしくお願いいたし

ます。

ニコニコ箱

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりお過ごしください。濱井様、卓話を

楽しみにしております。どうぞよろしくお願

いします。

☆大串 修二会員

㈱東京商工リサーチ 濱井様、本日楽しみに

しております。

☆長神 憲一会員

お客様、ようこそお越しくださいました。卓

話をして下さいます濱井智史様、お話を楽し

みにしております。

￥3,000 累計￥210,000

会員数 22名 出 席 率 90.48％

出 席 17名 ご 来 賓 0名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第944回 9月26日



会長時間

2019年10月24日(木）第947回

3階「安芸の間」

本日は最近よく耳にしておられると思います

SDGｓについてお話をさせて頂きたいと思いま

す。SDGｓとは「Sustainable Development

Goals(持続可能な開発目標)」で、2015年9月の

国連サミットで採択されたもので、国連加盟

193か国が2016年から2030年の15年間で達成す

るために掲げた目標です。17の大きな目標と、

それらを達成するための具体的な169のターゲ

ットで構成されています。17の目標の中身は、

①貧困をなくそう②飢餓をゼロに③すべての人

に健康を④質の高い教育をみんなに⑤ジェンダ

ー平等を実現しよう⑥安全な水とトイレを世界

中に⑦エネルギーをみんなに、そしてクリーン

に⑧働きがいも経済成長も⑨産業と技術革新の

基盤をつくろう⑩人や国の不平等をなくそう⑪

住み続けられるまちづくりを⑫つくる責任 つ

かう責任⑬気候変動に具体的な対策を⑭海の豊

かさを守ろう⑮陸の豊かさも守ろう⑯平和と公

正をすべての人に⑰パートナーシップで目標を

達成しよう。 以上の内容になります。

詳細は割愛させていただきますが日本の多く

の企業も大手からではありますがSDGｓを導入

し推進することにより企業価値の向上を図って

います。ロータリークラブでの活動に照らして

みると結構な項目を既に推進していることがお

分かりになると思います。オリジナルのピンバ

ッチもありますのでロータリークラブバッチと

セットで日頃から着装してみてはいかがでしょ

うか。

以上を本日の会長時間とさせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。

｢暴力団情勢と対応要領｣

広島中央署 刑事第２課

警部補

藤原 茂 様

1 相手の目的を知ろう

①暴力団とは

その構成員（その団体の構成団体の構成員を

含む）が集団的の又は常習的に暴力的不法行

為等を行うことを助長する恐れがある団体を

いう。

②指定暴力団とは

下記３点全てが該当すると認めるときは、そ

の暴力団員が集団的に又は常習的に暴力的不

法行為等を行うことを助長する恐れが大きい

暴力団、として指定する。

○暴力団の威力をその暴力団員に利用させ、利

用することを容認することを実質上の目的と

するもの

○暴力団の幹部人数に占める犯罪経歴保有者の

人数の比率又は、全暴力団員の人数に占める

犯罪経歴保有者の人数の比率が政令で定める

比率を越える

○暴力団の代表者の統率の下に階層的に構成さ

れている団体であること

③資金獲得活動

多数の暴力団組員が活動するが、別に給料を

貰っているわけではない。暴行、恐喝、ヤミ

金融、薬物事犯、ゲーム機賭博、特殊詐欺な

どにより資金集めしているが多様化してい

る。

④目的は金である～ターゲットになるな

相手方が金を出す（ターゲットになる）会社

であるか、値踏みしている。反社会的勢力の

者は、金を取るのは誰でもいい。

2 暴力団情勢について

資料参照。

3 不当要求に対する平素の準備

①不当要求行為に対して、毅然として、冷静に

対応する事を組織で徹底する。不当要求者か



らの要求を受けた場合、断ったらトラブルが

大きくなるのではと心配される方が多いでし

ょう。しかし、実際には不当要求に一度応じ

てしまうと「あそこは狙い目」というレッテ

ルを貼られ、一度要求に応じたことを材料に

さらなる要求を受けることが多い。容易な対

応こそがトラブルをより大きくする。

②職員に職務に精通させる

どこまでが補償できるか否かという判断が必

要。適切な判断は職務に精通する必要がある

～適切な判断が予防となる。

③現場担当者を孤立させない体制作り孤立した

ら適切な判断が困難。直ぐに応援できる職場

作りが必要。

4 具体的な対応要領

①充分に「聞く姿勢」で挑む

②クレーム内容を把握し要求内容の具体化、問

題となった状況の聞き取り

③原則カウンター越しで対応

④言動の記録化

⑤協議の際には丁寧な言葉遣いで対応すること

⑥即答を求めた場合

事実関係を確認する必要がある場面では「事

実関係を確認して後日回答いたします」と回

答しましょう。

5 用件の確認

悪質クレーマーが明確に用件を伝えることは

ない。「どうするつもりなのか」と言って極

めて曖昧な言葉に終始する事が多い。悪質ク

レーマーとしては対応者から取れるだけの利

益を得たいと考えているため要望内容をあえ

て明確にしない言い方に終始する。対応者が

漫然とこのようなクレーマーに付き合ってい

ると、多大な時間を無駄にすることになりか

ねない。

10月24日（木）例会を開催いたしました。

今回の来賓卓話は、大串会員の推薦で、広島

中央警察署 刑事第二課の藤原 茂様にお越しい

ただきました。卓話の内容は「暴力団情勢と対

応要領」についてのお話でした。

通常 刑事という職業の方にお会いする機会

はあまりないので、どういったお話が聞けるの

か興味がありましたが、ご自身の体験談等も織

り交ぜ、私たちの回りに潜む様々な問題への対

応策等を、とても分かりやすくお話いただきま

した。

私たちが安全で安心な日常を送れるのも、こ

ういった多くの方々に守られているからだと感

じると共に、何より私たちひとりひとりが、日

々、意識を高く持つことが必要だと思いまし

た。

そして、もう一人のゲストは、入会予定者の黒

田 七郎様でした。黒田様は以前、当クラブに

在籍されていたとのことで、ご入会いただいた

ら色々ご指導いただきたいと思います。黒田様

のご入会を心よりお待ちしています。

（広報・会報委員）

本日のプログラム

10月24日(木) 第 947 回

幹事報告

｢暴力団情勢と対応要領｣

広島中央警察署 刑事第２課
警部補

藤原 茂 様

１.BOX配布物

・9月分の個人別出席一覧を配布しておりま

す。ご確認ください。

・休会のご案内を配布しております。

(11月7日)

・10月25日地区大会記念ゴルフ大会に参加され

る方に組合せ表を配布しております。ご確認

ください。

２.例会変更

・広島廿日市RC「職場訪問例会」

と き：10月28日(月)12：30～※同日変更

ところ：はつかいちｴﾈﾙｷﾞｰｸﾘｰﾝｾﾝﾀｰ

３.休会

・10月30日（水）広島東RC、広島陵北RC

・10月31日（木）広島北RC

４.お知らせ

・明日からの地区大会にご参加の方は、お時間

場所等お間違えのないよう資料を再度ご確認

の上、ご参加ください。よろしくお願いいた

します。

・タイ女児中学生就学支援金として、広島日タ

イ友好協会へ40,000円を10/18に奉仕会計よ

り寄付いたしましたことをご報告いたしま

す。



ニコニコ箱

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりお過ごしください。藤原様、本日は

ご多忙の中お時間を作っていただきありがと

うございます。貴重なお話、楽しみにしてお

ります。

☆大串 修二会員

本日は、ようこそ広島安佐ロータリークラブ

へお越しくださいました。普段では聞けない

卓話、楽しみにしております。

☆長神 憲一会員

お客様、ようこそおいでくださいました。入

会予定ゲストの黒田七郎様、ご入会を楽しみ

にしております。広島中央警察署 刑事２課

警部補 藤原茂様、お話を楽しみにしており

ます。宜しくお願いいたします。

☆谷 勝美会員

浮田さん、今朝(10/24付)の中国新聞紙上

で、東広島JR西条駅南口での新店舗、酒かす

メニュー考案中の記事、目にしました。新店

舗出店おめでとうございます。

☆青木 幹丸会員

今日のラーメンライスが美味しかったので、

感激のあまり･･･リーガさんありがとう！明

日は松永で頑張るぞ。

￥5,000 累計￥220,000

会員数 21名 出 席 率 85.71％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 0名

メーキャップ 2名 ゲ ス ト 1名

出席報告 第945回 10月3日

10/27(日) 地区大会IN福山 本会議に９名が参加

いたしました。

米山奨学生のレ・シー・タン君も参加いたし

ました。



会長時間

2019年10月31日(木）第948回

32階「ﾀﾞｲﾔﾓﾝﾄﾞﾙｰﾑ」

｢瀬戸際の瀬戸内海漁業｣

日本経済新聞社 広島支局
局長

北村 順司 様

本日は現在私たちが暮らしている社会や生活

に溶け込むデジタルテクノジーとの向き合い方

について少し触れてみたいと思います。身の回

りはほとんどデジタル化されたものに囲まれて

いて、アナログだけではスムーズに生活するこ

とが困難になっています。スマホでのキャッシ

ュレス、小売り・運輸・納税その他あらゆる場

所で決済はデジタル化になり現金を使う事がほ

とんどなくなりました。これからは５G やIoT

やAI（アーティフィシャル・インテリジェン

ス）人工知能の発達より私達は今後無数の恩恵

を得ることになります。しかし、それらを総合

的に活用するにはブロックチェーン化を早急に

しなければなりません。遠い国の話になります

が、バルト三国の一つにエストニアという国が

あります。1991年旧ソビエト連邦から独立後、

いち早くIT立国化に定め、社会は急速に変化し

ました。ここはいま「未来国家エストニア」と

呼ばれ、あのスカイプ発祥の国です。99%の行

政サービスを電子化にし、また世界中の誰もが

電子住民になれる制度「e-Residency」の導

入、世界に先駆けて電子国家を実現しました。

電子政府e-Estoniaは分散されたシステムとデ

ータベースと国民ID番号にブロックチェーンを

導入しシンプルなデジタルライフを可能にして

います。数字で見ますと、電子国家は99%行政

手続きの電子化、98%デジタルIDの普及率、

300m電子化で削減された毎月の紙の量（東京タ

ワーほど）、1位 国際租税競争力指数、51%国

土における森林の割合、1分 会社を起業でき

る。などです。日本は未だブロックチェーン化

されてないものばかりです。鞄や財布の中に無

数のカードやポイントカード、免許証・保険証

など無数にあり、管理も大変です。今後日本も

ブロックチェーン化が進みスマホ1台で快適な

生活が送れる電子国家の仲間入りとなるでしょ

う。

以上を本日の会長時間とさせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。

日本経済新聞社 広島支局長の北村 順司様

を卓話者に迎え、「瀬戸際の瀬戸内漁業」とい

うテーマで卓話を頂きました。

瀬戸内海の海の幸は豊富である・・という幼

い頃から当たり前だと思っていたことが、実は

そうではなかったということに正直驚きまし

た。

魚介類の生息数が減少を続け、連動するよう

に、現在は、ピークであった1980年代の頃に比

べ漁獲量は３割以下となっているとのことで

す。

また、瀬戸内海の漁師の収入面においても魅力

に乏しく、新たな担い手も少ないため、漁業就

業者は昭和63年ごろから半分以下に減少し、そ

の上、半数以上が65歳以上という状況であると



本日のプログラム

10月31日(木) 第 948 回

幹事報告

｢瀬戸際の瀬戸内海漁業｣

日本経済新聞 広島支局

局長 北村 順司 様

１.BOX配布物

・ロータリー財団への寄付のお願い

２.お知らせ

・次週11月7日(木)は休会となっております。

次回例会は、11月14日です。お間違えのない

よう、よろしくお願いいたします

ニコニコ箱

￥4,000 累計￥224,000

会員数 21名 出 席 率 90.48％

出 席 16名 ご 来 賓 1名

欠 席 5名 ご 来 客 1名

メーキャップ 3名 ゲ ス ト 0名

出席報告 第946回 10月10日

崇徳学園ＩＡＣ募金

10月分
松岡 與吉･奥芝 隆

岡本 忠文･谷 勝美

合計 4,000円

総合計 16,000円

☆道垣内 文夫会員

お客様、ようこそお越しくださいました。ご

ゆっくりお過ごしください。本日卓話を頂戴

いたします日本経済新聞社北村支局長様、よ

ろしくお願いします。

☆大串 修二会員

北村様、ようこそお越しくださいました！本

日の卓話、楽しみにしております！

☆長神 憲一会員

お客様、ようこそおいでくださいました。日

本経済新聞社広島支局長北村順司様、お話楽

しみにしております。先日地区大会にご参加

くださいました会員の皆様、大変お疲れ様で

した。

☆三宅 恭次会員

卓話ゲストの日経北村支局長さん、お話楽し

みにしています。魚種豊かな瀬戸内海の漁業

がどうなっているのか･･･。是非お聞きした

いです。

いうことです。まさに「瀬戸際」です。

そもそもなぜ瀬戸内の魚介類の生息数が減っ

てきたのか？

地球温暖化の影響で夏の海水温が30度に達する

ようになり、獲れる魚が変わったことや、護岸

整備や埋め立てなどによる環境の変化が原因で

あることはなんとなく想像できましたが・・。

もう一つの原因について、とても興味深いお話

をして頂きました。生息数の減少の原因として

水産関係者が口を揃えるのが「海の窒素やリン

などの栄養塩が少なくなったこと」なのだそう

です。どういうことかというと、1973年に瀬戸

内環境保全特別措置法（瀬戸内法）を受け、下

水処理で海に流れ込む窒素やリンの除去が進ん

でいき、「きれいな海」の姿を取り戻した一方

で、卵からふ化した仔魚がエサとするプランク

トンが減ったことが魚介類の生息数が減った大

きな原因だというのです。

これを裏付ける出来事が起きたのは、昨年夏で

した。未曾有の被害をもたらした西日本豪雨に

より未処理の下水が瀬戸内海に大量流出した・

・それによりなんと「昨年・そして今年のカキ

の生育がここ10年なかったくらいよかった」の

だそうです。未処理の下水により海の生産力が

急回復し、成長を助けたと考えられるそうで

す。環境問題を改善しようと取り組んできたこ

とが、海を住処とする魚介類にとって住みにく

い状況を作り、漁業関係者に厳しい状況を作っ

ている。一方から望む「豊かな海」が、他方か

らは「豊かではない海」になってしまってい

る。「豊かな海」とは一体どういう状況である

ことを言うのでしょうか？とても考えさせられ

るテーマでした。

北村様、とても貴重なお話を頂き、ありがと

うございました。

（広報・会報委員）


