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─ 2608 回 例会記録
桐田会長の時間 「Intercity Meeting」
先日２０日、鎌倉プリンスにて鎌倉大

会

長◆桐田吉彦

会 長 ｴﾚｸﾄ◆菊池

尚

副会長◆安藤脩二
幹

事◆服部城太郎

ＳＡＡ◆福嶋謙之輔
会

計◆市川

浩

直前会長◆藤吉一哉
会報委員長◇宝子山泰久

本日の進行 (1２.30)
山口 亮 氏（野村證券）
「今年の金融市場の展望と注目点」
―次回のお知らせ―
3 月 10 日（12：30）
渡辺 力 氏（E クラブ会長）
「E クラブについて」
「今年の金融市場の展望と注目点」

2016 年 2 月 25 日 ─
◎鎌倉大船 RC 例会変更：3/3 成福寺 13:00
◎I.M.の件

朗読の会

・久保田ガバナー補佐よりお礼状

船 RC のホストで I.M.が開催されました。

・中根会員より無事終了報告・ご協力のお礼

第２グループ５クラブで会員数は、約

・矢部(房)・安藤・桐田各会員より腕相撲大会

180 人、当日出席約 100 人でした。逗子クラブは当初

出場の

報告と感想

20 名の出席予定でしたが、仕事、体調不良等で 11 名の
参加となりました。ご存知のように全員登録で一人あた

次年度 RI 会長 ・ ガバナー

略歴

り８千円の登録料を会より出金しています。当クラブか
らは中根会員が親睦担当委員として頑張って頂きました。
全体の参加率 56％と低く、逗子クラブの参加率はさらに
22％と低く、会長として出席要請の努力が足りなかった
ことを反省しています。今後は I.M.も含めロータリー行事
のあり方を模索する必要性があるのではないかと感じて
います。

ジョン F. ジャーム RI 会長エレクト

今月のロータリーの友にロータリーに関するパズルが
CHATTANOOGA ロータリークラブ所属

乗っていまして、福嶋会長年度に米山記念館を見学し「狸

米国（テネシー州）

の温泉」で親睦旅行を行ったのを思い出しました。パズ

Campbell and Associates 社

ルの答えは米山梅吉氏東京クラブ初代会長の生誕地名で

( エンジ ニア リ ングの コンサル ティン グ会社 )

した。パズルの答えを並べても地名が浮かびませんでし

CEO
1976 年ロータリークラブ入会

た。
（矢部光治会員の提供）
３月３日第一例会にて田耕会員．林会員の入会式を行
います。暖かく迎えたいと思いますので多数会員の皆様

佐野

英之

2780 地区ガバナーエレクト

のご出席をお願い致します。
秦野ロータリークラブ所属

報

告

服部城太郎幹事：
◎3 月ロータリーレート：1 ドル 116 円
◎3/5

青少年交換派遣学生ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ 15:00～

◎3/8

第 2G 会長幹事会 18:30～大船「鴇」

１９４３年生

７２歳

職業分類： 酒醸造業
（有）金井酒造店

代表取締役

1983 年秦野ロータリークラブ入会

卓話

｢命をかけて人生かけて昆虫採集｣ 照沼信行氏
逗子 RC は盛会で羨まし

もりが、アルファドラ山脈では麓に行くまでに 1 週間か

い。卓話の機会を提供して

かり更に麓から山までは、歩けども歩けども、たどり着

もらい嬉しく思う。

かない。虫は取れない、体力は落ちる、昭和天皇崩御の

茨城県常陸那珂市出身で、

前にホームシックにかかり、外国人による不法採集逮捕

虫と光る石（宝石）が大好

覚悟で地元警察に連行されるもご縁があり、その後、ウ

き。高校では校長に直談判

ル族（ウル族=山奥の人の意味)と出会う。イスラムには

し生物部を創リ、1 年生で部長をつとめた。
昆虫が大好きでファーブルのように昆虫を観て暮らす
のに憧れるが、昆虫より少し稼げそうな宝石鉱物を仕事
にすべく上京し、宝石の学校に入学した。

「空いている軒下があればそれを必要な人に貸すように」
の教えがあり、ほどこしを受けつつバナナ畑を歩き続け
る苦しい旅は延々と続いた。
この旅で悟った。偉大な先輩たちの紀行文「（ニューギ

どれほど虫が好きかと言うと、今日もパーキングには

ニアの」街には蝶が飛んていて・・・」は嘘であったと。

「64 番(ムシ)」に駐車し本日の例会出席率が「60.4%(ム

バナナを切って小屋を作り渓谷へ入る厳しい旅の末の末

0 シ)。これ位、どこへ行っても美しい街や人に会っても

に、トンビのように遙か頭上を、目的のゴライアストリ

虫が好き。世界の車窓のその先にも虫を見るほど虫好き

バネアゲハが飛んでいた。しかし持っていた 8 メートル

で“テルスマコガネ”という新種のコガネムシの発見も

の網も届かぬ高さであった。諦めかけていた矢先に神は

した。

光臨した。蝶が目の前に止まった。気がつくと私は蝶を

上京時「人生、虫中心に生きていく、24 歳で独立し
25 歳でフリーになる」と決めていた。実際 25 歳のとき、

手に採っていた。
人の心は国境を越え 1 年 10 ヶ月の間に多くの出会い

最後の給料と親方からの餞別計 60 万円と小学館「世界

があり交流が生まれた。これからも「奉仕の精神」で宝

の蝶」を持ちリを持ちリュックサックに片道切符で日本

石鉱物の仕事を、命をかけた

を後にした。先人達の紀行文に刺檄を受け、最初に海外

昆虫採集を続けていきたい。

に昆虫採集に行くのはニューギニア島のトリバネアゲハ
と決めていた。
60 万円使い切るまでは日本に戻らない覚悟でインド
ネシアのジャヤプラ目指して飛行機に乗りこむが、途中
ソロンで降りてしまい５回乗り換え 2 週間かけても目的
地につかない。いのちかけて人生かけて昆虫採集するつ

ゴライアストリバネアゲハ
担当：:寺嶋正彦

ニコニコＢＯＸ本日合計
￥３９．０００
累計￥１.４６７．５００
照沼信行君…本日はよろしくお願いします。
長野君…お久しぶりです。
桐田君…秋の空の様に雨・雪・晴天と気が変わります。
健康に気を付けて下さい。私は風邪気味です。
服部君…ウズベキスタンから無事帰還しました。照沼さ
ん、よろしくお願いします。
松井君、市川君、船津君、矢部(房)君、山本(由)君、大野

川上君…今日、やっと明るく晴れました。
安藤君…来週は暖かい国にいます。よろしく。
村松君…今日は寒い、でも来週からは暖かくなりそう。
毛利君…もうすぐ春ですね。
宝子山君…もうすぐ春～ですね！でも今朝は真冬の寒さ。

君、桐ケ谷君、山口君…照沼さん、スピーチよろし

臼井君…三崎の河津桜は今が満開です。

くお願いします。

矢部(光)君…明日で 2.26 事件から 80 年「置かれた場所

草柳君、松田君、寺嶋君、北島君…照沼さん、卓話楽し
みにしています。
福嶋君…照沼さん、お寒い中ようこそ。

で咲きなさい」の著者ノートルダム清心女子大学長
渡辺和子氏、9 歳の時に陸軍大将の父の死に直面。
暗い日本の歴史！

橘(武)君…ようこそ葉山から、照沼さん、卓話よろしく。
横山君…照沼君、久しぶりです。

【ゲスト】
：照沼

三宅君、中根君、森澤君…照沼さん、本日はよろしくお

【出席報告】：会員数 50 名(出席免除 6 名)

願い致します。
菊池君…I.M.お疲れ様でした。

信行氏（葉山 RC）

出席者 30 名 出席率 61.22％

