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■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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第 3123 例会（14号） 2018 年 10 月 11 日（木）雨

外部卓話 SPEECH
世界水族館会議について
公益財団法人ふくしま海洋科学館

副館長 岩 田 雅 光 様

本日は世界水族館会議の準備状
況についてお話しさせていただき
ます。第 10 回の世界水族館会議
は 11 月５日から 10 日までアクア
マリン周辺で開かれます。これまでは４年に１回で
したが、環境に対応するために今回から３年に一度
に変更されました。前回、2016 年のカナダバンクー
バーでの会議から３年後は来年ですが、東京オリン
ピックを控えて忙しい年になることから 1 年前倒し
で今年の開催になりました。日本での開催は 1996
年の葛西臨海水族園での第４回以来です。
今回のテーマは「水の惑星・地球の未来について
考える」
です。アクアマリンふくしまは館として「海
を通して『人と地球の未来』を考える」の理念のも
とに、環境水族館宣言をしていて、その理念をアレ
ンジした形になっています。福島県といわき市、猪
苗代町の行政や地域の団体などとともに、実行委員
会を組織して主催します。まだ、参加者は確定して
いませんが、現在のところ、世界各国から 500 人弱
の申し込みがあります。このうち国内の参加者は
242 人です。
世界には 600 あまりの水族館があります。世界で
一番水族館が多い国は中国です。近年、毎年二桁の
新しい水族館ができています。現在 200 ぐらいある
そうです。日本も水族館は多く、80 以上あり、こ
のうち日本動物園水族館協会に加盟しているところ
は 60 です。
開催場所は小名浜港 1 号埠頭にある魚市場です。
建物の３分の１ほどをお借りしました。ここで会議
の中心となる講演や展示セッションがあります。潮
2018～2019年度
国際ロータリーのテーマ

目交流館には水族館のデザインコンサルタントをし
ている会社や水槽のポンプを作っている会社など企
業・団体の展示ブースを設けます。40 のブースに
32 社が出展します。ら・ら・ミュウの２階では震
災と復興の軌跡の展示をします。アクアマリンパー
クでは歓迎イベント「おなはま竜宮城まつり」を実
施します。
日程は 11 月５日から 10 日までです。５日に東京
に集合していただき、葛西臨海水族園で歓迎のイベ
ントを実施した後、６日の午後、特別列車で泉駅ま
で移動し、夜、魚市場でウェルカムパーティーがあ
ります。７日から 10 日までは講演の連続です。10
日夜にさよならパーティーを開いて終了です。魚市
場には試験操業の水揚げもありますので、出席者の
中には水揚げの様子を見学する方もいるかと思いま
す。
過去の世界水族館会議の開催場所はボストンや上
海、バンクーバーなど大都市の有名な観光地が多く、
今回の会議も過去の開催地に負けないようなイベン
トを計画しています。竜宮城まつりでは、竜宮城に
関する展示など日本の文化に触れていただきます。
会議は夕方終了しますので、イベントは夕方から数
多く実施します。浦島太郎に関する演劇、フラダン
スのショー、諏訪神社の棒ささら、じゃんがら念仏
踊りなどを披露します。関連イベントとして毎年実
施している「いわき物産展」を 10 日と 11 日に開催
します。
運営を支えるボランティアを募集しました。想定
では１日 15 人、４日間で延べ 60 人を考えていまし
たが、応募は 120 人ぐらいありました。余り多くて
もコントロールできないので、75 人にボランティ
ア登録していただきました。国際ボランティアへの
意識の高さを感じました。
会議は専門的な内容で、研究者限定の公開ですが、
ご紹介した関連イベントは一般の方も参加できます
ので、ぜひ足をお運びいただければと思います。よ
ろしくお願いいたします。

「インスピレーションになろう」
BE THE INSPIRATION

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ロータリー財団委員会（代理・大久保健蔵会員）

司会：有賀幹事

関口武司さん、有賀行秀さん、阿部弘行さん、三
以上５件
瓶和秀さん、森雄治さん。

〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（髙木秀訓会員）〕

◆米山記念奨学会委員会（大久保健蔵委員長）
関口武司さん、有賀行秀さん、大久保健蔵さん、
以上５件
三瓶和秀さん、森雄治さん。

髙木秀訓会員

◆雑誌委員会（鈴木東雄委員長）

★ 結婚祝

○ロータリーの友10月号の見どころ読みどころ
縦組

９～ 12ページ
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伊藤

盛敏さん
（10月13日）

黒須

幸雄さん
（10月15日）

横組

８～ 12ページ

例会月２回の決断
ビーガンとは
会 津と薩摩、ロータリー
が結んだ縁

◆親睦活動委員会（鈴木弘康委員長）

★ 誕生祝

来週の例会は移動例会で、湯本の新つたで開催し
ます。送迎バスが、午後５時50分にワシントンホテ
ル前、午後６時に市役所前から出ますのでご利用く
ださい。
松崎

浩さん
（10月13日）

飯野

光世さん
（10月20日）

ハッピーバースデーソング斉唱

◆会長挨拶ならびに報告
３カ月あまり、会員のみなさまの
おかげで大きな問題もなくクラブの
運営ができました。ありがとうござ
います。さて、来年度のいわき分区
のガバナー補佐が決まらず、10 月５
日に緊急の会長・幹事会が開催され
ました。順番では常磐ですが、常磐も次の内郷もガ
バナー補佐を選出できず、新たなローテーションと
の案も出ましたが、結局、各クラブからそれぞれ候
補者を推薦することになりました。期限が 15 日と
わずかしかありません。本日の例会終了後、理事会
を開いて協議いたします。よろしくお願いします。

◆幹 事 報 告
⃝郡山ＲＣより会報が届きました。
⃝いわき福音協会より会報「はまなす」が届きました。

委 員 会 報 告

10 月 11 日

基本会員数 出席者
52 名

31 名

♥関口武司さん（岩田様卓話宜しくお願いします）
♥有賀行秀さん（岩田さん卓話よろしくお願いしま
す）♥曲山浩範さん（岩田副館長卓話楽しみにして
おります）♥稲葉廣直さん（岩田副館長卓話よろし
くお願いします）♥佐々木貢一さん（岩田雅光様卓
話よろしくお願いいたします）♥大久保健蔵さん（岩
田様卓話よろしくお願いいたします）♥青木喜久男
さん（３ヶ月皆勤賞ありがとうございます）♥森雄
治さん（３ヶ月皆勤賞ありがとうございます）♥山
﨑慶一さん（皆勤賞ありがとうございます）♥松崎
浩さん（誕生祝ありがとうございます。岩田様卓話
楽しみにしております）♥飯野光世さん（岩田副館
長を歓迎して。お誕生祝ありがとうございます）♥
伊藤盛敏さん（結婚祝ありがとうございます。どう
にか45回目になりました）♥黒須幸雄さん（妻を偲
びます）♥五十嵐敦さん（新加入より３ヶ月、無欠
席で参加させていただきました。これからも宜しく
お願い致します）♥鈴木弘康さん（早退します、す
みません。来週は観月例会で、移動例会となります
ので御間違えのないよう宜しくお願い致します）♥
三瓶和秀さん（欠席がちですいませんでした）♥竹
内和洋さん（本日は、所用あるため中座となります）

以上17件
★本日の例会案内 10月18日（木) 18：30 ～
観月例会 会場：雨情の宿 新つた

◆出席委員会（髙木秀訓委員長）
例会日

◆スマイルボックス委員会（常葉修一委員長）

メーキャップ数
―

本日、３カ月皆勤賞を10人に贈呈しました。

会報・広報委員会

★次回の例会案内 10月25日（木) 12：30 ～
会員卓話 いわきワシントンホテル椿山荘
総支配人 池田直彦会員
お食事メニュー＝舌平目のアクアパッツア

鈴木俊哉
安田信二 安武誠司
関口武司 三瓶和秀
八幡恭朗

