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第 1147 回例会報告                             6 月  14 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  6 月   21 日（水） 次週予告  6 月  28 日（水） 

◎ソング 「奉仕の理想」 

                         田村 久子 会員 

◎プログラム 年度末会務報告 

      今年度役員 

◎ソング 「四つのテスト」 

             野木 久子 会員 

◎プログラム 年度末最終例会 

                       

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 上野動物園（東京都台東区）のメスのジャイア

ントパンダ「シンシン」が、赤ちゃんを出産しま

した。同園としては 5 年振り。直後から「日本中

が歓喜に包まれている」といったトーンの全国的

な報道が続いています。 

ジャイアントパンダの子は一般的に小さな体で

生まれるため、「生後 1週間ほどは予断を許さない

状況で、慎重に観察していきます」と言う。今回

のシンシンの子は体重約 150グラム。前回 12年に

誕生した赤ちゃんは生後 6日で死亡しています。 

ジャイアントパンダは、かつて絶滅のおそれが

ある動物を分類する国際自然保護連合（IUCN）の

「レッドリスト」の内、「絶滅危惧種（EN）」に含

まれる動物でした。16年 9月に危機ランクが 1つ

低い「危急種（VU）」に分類されましたが、同年同

月時点で全世界の個体数は 1864 頭で依然少ない

と言えます。 

 ジャイアントパンダは繁殖期が短く、自然交配

による妊娠・出産が難しい。上野動物園職員によ

ると、メスは 1年間で繁殖期が 3日ほどしかなく、

そのタイミングに合わせて交配しないと以後 1 年

は妊娠できないそうです。11年に中国から来園し

たシンシンは翌 12年、ちょうど繁殖期に交配でき、

妊娠・出産に至り、13年も繁殖期に交配できまし

たが、妊娠の兆候を示すも実際にはしていない「偽

妊娠」と診断されました。14～16年は発情の徴候

が認められませんでした。 

うまく妊娠・出産を繰り返しているジャイアン

トパンダもいます。和歌山アドベンチャーワール

ドでは、自然交配のみで、例えば、12 年に 1 頭、

14年に双子、16年に 1頭が生まれています。同ワ

ールドでは、2000～16年の間に全 15頭が生まれ、

そのうち自然交配のみだったのは 8 頭。あとの 7

頭は自然交配と人工授精の組み合わせだったため、

そのどちらで妊娠・出産に至ったかは分からない

と言います。 

自然交配と人工授精の組み合わせで 00 年に生

まれたメスの「良浜（らうひん）」は当時、日本国

内では 12年振りのジャイアントパンダ誕生でし
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た。さらにその良浜は 08年、日本生まれのジャイ

アントパンダとして国内で初めて出産したそうで

す。 

和歌山アドベンチャーワールドの広報担当者は

「パンダ同士の相性や個体差もあり、うまく出産

を続けられている理由は一概には言えません。飼

育環境も他の動物園とそれ程大きな差はないと思

います」と話す。何頭かは自然繁殖の共同研究を

進める中国の「成都ジャイアントパンダ繁育研究

基地」に渡り、現在 5頭が飼育されています。 

上野動物園のシンシンは出産直後から全国的な

ニュースとなっていますが、ツイッター上では、

毎年のように出産している和歌山と比較して、取

り上げられ方に差を感じるという声が少なくあり

ません。 

・「上野のパンダだけこんなにニュースになるのに

は違和感を・・・。（和歌山にもパンダはいます）」 

・「パンダだシンシンだと盛り上がっているけが、

和歌山アドベンチャーワールドも取り上げて」 

パンダ出産、上野動物園の会見を中継したメデ

ィアがある一方で、和歌山アドベンチャーワール

ドでは現在 15頭が生まれ育っています。和歌山ア

ドベンチャーワールドの担当者は「出産数だけで

は測れません。どちらの園でも出産は嬉しいニュ

ースです」と話しています。16年の誕生時、パン

ダの赤ちゃんの名前を公募したところ、約 5 万通

の応募が届き、その中から「結浜（ゆいひん）」と

いう名前が付けられたそうです。上野動物園のパ

ンダは日本のパンダ第 1 号なので、注目度も高い

のでしょうね。 

 

 今回の本は「やりがいのある仕事」という幻想 

朝日新書 森博嗣著です。 

 仕事に必ずしもやりがいや生きがいを見出さな

くてもよい。やりがい，生きがいは人それぞれで

あっていい。 

 人は働くために生きているのではないのだから、

働く行為そのものに偉いも下賎もない。どうせな

ら楽しく生きてその価値を自己評価すればよい。 

 理想通りに生きられる人なんて一握りしかいな

いのだから、生きがいを仕事に見つける必要は必

ずしもない。 

 他人の目を気にし過ぎている事が多いので、耐

えられない環境であれば仕事を辞めるという選択

肢はあり。 

 とにかく筆者は一日に 1 時間しか働かないそう

で羨ましい限りです。この本のすべてを正しいと

思う必要はありませんが、若い人には生き方の参

考として一読してほしいと思います。 

 

 

次年度（2017～2018年度）活動計画の発表。 

田辺 朱希美次期会長 

本年度の会長を仰せつかりました 、田辺 朱希美

でございます。 

当クラブは、2018 年 4 月に創立 25 周年を迎える

事に成りました。この記念すべき年度を、微力で

はありますが、皆様のご指導を仰ぎながら責任を

全うする事が出来ますように、全力を尽くす所存

でございます。会員の皆様の温かい御協力を賜わ

りますように、宜しくお願い申し上げます。 

      

本年度の イアン H. S  ライズリ−  RI会長のテ−

マは次のとおりです。 

2017年−2018年度  R I 会長  テ−マ 

ROTARY：MAKING  A  DIFFERENCE 

ロータリー：変化をもたらす 

2017 年−2018 年度  2680 地区のガバナー瀧川 好

庸 氏は、ロータリーの目標を下記のように説明さ

れました。 

※優先事項 1 の目標：クラブのサポ−トと強化 

クラブ会員基盤の多様性（年齢全般、性別、人種、

職業）を高める。 

女性会員の増強を図る 

10年後、20年後のロータリーを考える。若い会員

の入会に真剣に取り組む。 

※優先事項 2 の目標：人道的奉仕の重点化と増加 

ポリオ撲滅という世界の子どもたちへの約束を果

たす。 

各グループによるポリオプラスへのチャリティー

募金活動の積極的な支援 

（チャリティー事業は、ゴルフ、コンサート、講

演等、種類を問わないが各グループの目標募金金

額は、20万円とする） 

※優先項目 3 の目標：公共イメ−ジと認知度の向

上  

プログラム 
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ロータリーの人道的奉仕の影響、役割を明確に伝

える 

ロータリー財団の次世紀に向けた「世界で良いこ

とをする」計画の周知を図る。 

多様なメディアを通じてロータリーを紹介するよ

うクラブと地区に奨励する。 

※地球の持続可能性 

ロータリアン 1人 1本の植樹を！！ 

環境の悪化と気候変動は全人類への脅威。ロータ

リーには地球を救う責任がある。このことを自覚

しよう。 

倫理を重視し、「超我の奉仕」の共通理念のもと 助

けの必要な人たちに「変化をもたらす」 

世界に、地域社会に、人々の人生に「変化をもた

らす」 

（RI の根本理念） 

奉仕に全員で全力を尽くす年度に！！！ 

瀧川ガバナーのこの熱い思いを、私も心から賛同

し奉仕に全員で全力を尽くす年度にしたいと思い

ます。 

本年度の当クラブの目標 

①特に 25 周年記念式典を盛会におえることが 出

来ます様に、会員全員で力を合わせましょう！ 

②各委員会の委員長を女性会員に任命、女性会員

に更なる力を発揮して頂き、今まで以上に華やか

で 楽しい例会を実現致しましょう！ 

③各委員会活動の活性化に努めます。 

④会員増強 3名 

そして、当クラブの和やかな雰囲気を大切にし、

他クラブとの親睦も深め、今まで以上に元気なク

ラブを目指します。 

            

国際ロータリー（RI）標語（MOTTO） 

・ Service Above Self 「超我の奉仕」 

・ One profits Most Who Serves Best 「最もよ

く奉仕する者、最も多く報いられる」 

このようにロータリーを多く学び、行動する事で

「我々は人生の糧を得る」 

この言葉を胸に「クラブづくりは人作りから」私

自身、誠実に謙虚に「ロータリーは心の磨き草」 

ロータリー Life を全うしようと思います。 

今期、会員皆様の温かいご協力を宜しくお願い申

し上げます。 

那須 範満次期幹事 

幹事の役割をしっかりと認識して、スムーズな

クラブ運営ができるように努力いたします。 

重点目標といたしましては、各委員会が活発に

活動して一つでも成果がだせるように、幹事とし

て積極的に委員会活動に参加させていただきたい

と思います。 

しかし、なんといってもロータリーは例会が基

本となります。今期は基本的に第 3 水曜日の例会

を「若水」での移動例会の予定としています。ゆ

っくりと温泉につかって、リラックスして例会に

出席するのもいいのではないでしょうか。 

いずれにいたしましても、毎回例会が待ち遠し

くなるような、楽しいクラブ運営を目指していき

ますので、皆様ご協力をよろしくお願い致します。 

げます。                      

                  

 

○堀 弘二 君 

暫く糖尿で入院していましたが無事退院して来ま

した。これからも時々休むことと思いますのでよ

ろしく。 

 

〇川添 裕照 君 

まもなく帰港予定の山本丸を祝して。 

会長、幹事役員の皆様お疲れさまでした。 

 

〇草野 旦 君 

梅雨だというのに、なかなか雨が降りません。 

だれか雨乞いの踊りを踊りませんか？ 

 

〇槇野 稔 君 

いつもニコニコ。 

 

〇定籐 繁樹 君 

ひさしぶりの快挙、関学の陸上多田君が追い風 

ニコニコ箱 
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ながら 10 秒を切る記録！大スモウの宇良関も頑

張っています。皆様ごセイエンをお願いします。 

 

本日のニコニコ     34,000円 
本日までの合計  1,178,820円 

 

 

□ソング 

「我ら日本のロータリアンの歌」  

                          野木 久子 会員 

□お客様 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 33 2 32 26 1 81.25 

前々回 

5/31 
33 2 31 28 1 93.55 

 

□幹事報告 

6月 25日（日）はグルメ同好会主催のバス旅行で

す。参加はまだ間に合います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

週間報告 

 今週の本 

「やりがいのある仕事」という幻想  

朝日新書 森博嗣著 

 

 

 


