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２０２０年９月８日(火)
2020~2021年度 第４６年度 第９回 通算第２１７８回例会
【会長報告】氏家 正俊 会長
◆

なし

【幹事報告】森 英司 幹事
◆

＊前回例会終了後、９月の理事会を行ないました。
①

９月・１０月・１１月プログラムの件

・・・

承認

＊善通寺RCとの合同観月例会は中止→丸亀東RC単独で9/29開催（中委員長に一任）
②

正田順治さんの退会の件（8月末日付）

・・・承認

＊副ＳＡＡが不在になるので伊賀さんに依頼
③

次期第2670地区“地区委員推薦のお願い”の件

・・・保留

④

My Rotaryの登録の件（木村クラブ広報委員長より）

⑤

10月13日(火)職場例会〔猪熊弦一郎現代美術館〕の件

・・・承認
・・・承認

（山下孝志職業奉仕委員長より検討依頼）…委員長に一任

【委員会報告】（クラブ広報委員会；木村 義正 委員長）
◆

＜My Rotaryのアカウント登録について＞
次週(9/15)例会はクラブ広報委員会の担当です。My Rotaryについてアカウント登録
等を行ないたいと思います。よろしくお願いいたします。

【委員会報告】（親睦活動委員会；中 哲生 委員長）
◆

【観月例会のご案内】
９月２９日(火)午後７時~オークラホテル丸亀１２Ｆエメラルドにて「観月例会」を
開催します。

案内文を配布しておりますので、次週例会日(9/15)までに出欠返信を

お願いします。

【委員会報告】（職業奉仕委員会；山下 孝志 委員長）
◆

【職場例会のご案内】
１０月１３日(火)午後１時~猪熊弦一郎現代美術館にて「職場例会」を開催します。
案内文を配布しておりますので、次週例会日(9/15)までに出欠返信をお願いします。

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

【プログラム】 💛 客 話（会員増強・維持・退会防止委員会 ）納田美由紀委員長
〔㈱四国水族館開発 代表取締役 流石 学 様〕
演題『四国水族館が目指す未来』
〔水と生命の物語を巡る。〕
【四国水族館】
生命の源「水」のしずくが四国を形作っていく情景をモチーフにしています。
四国水族館は、生物の展示にとどまることなく、各地の自然や歴史・文化にも
思いを馳せさせる大人の文化的施設を目指します。
常設展示数

水槽数78基、約400種

14,000点

展示水量

2,233ｔ（総水量2,713ｔ＊予備水槽除く）

延床面積

7,276㎡

〔経済学・社会学から考える水族館の歴史〕
1960年代
観光地のレジャー施設

＊江ノ島マリンランド（現 新江ノ島水族館）（1957）

娯楽・観光施設

＊大分生態水族館（現 大分ﾏﾘｰﾝﾊﾟﾚｽ水族館）（1964)

ショーなどの演出

＊油壺マリンパーク（1968）

集客の工夫競争

＊鴨川シ―ワールド（1970）
＊下田海中水族館（1967）
＊高知県立足摺海洋館（1975）

1980~90年代
都市臨海部の再開発

＊東京都葛西臨海水族園（1987）

大型化とレジャー化

＊神戸市立須磨海浜水族園（1989)

都市環境の再生

＊マリンワールド海の中道（1989）

好景気による大型投資

＊海遊館（1990）
＊名古屋市立名古屋港水族館（1992)
＊横浜・八景島シーパラダイス（1993）

2000年代
都会の複合施設

＊アクアパーク品川（旧 品川ｱｸｱｽﾀｼﾞｱﾑ）（2005)

休日に来場者が集中
する施設
人工海水の利用

＊サンシャイン水族館 リニューアル（2011)
＊すみだ水族館（2012）
＊京都水族館（2012）
＊仙台うみの杜水族館（2015）
＊カワスイ川﨑水族館（2020）

〔四国水景をテーマとした文化的施設〕

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから

１．真実かどうか

２．好意と友情を深めるか

３．みんなに公平か

４．みんなのためになるかどうか

〔四国にある水族館〕11施設
＊四国水族館(香川)

＊新屋島水族館(香川)

＊日和佐うみがめ博物館カレッタ(徳島)

＊海洋自然博物館マリンジャム(徳島)

＊長高水族館(愛媛)

＊むろと廃校水族館(高知)

＊桂浜水族館(高知)

＊四万十川学遊館あきついお(高知)

＊足摺海洋館(高知)

＊足摺海底館(高知)

＊虹の森公園おさかな館(高知)
〔四国水族館のビジョン〕
四国・瀬戸内地域の振興、発展に寄与する
〔最後に〕
四国を代表する水族館として、地域活性化の起
爆剤になること、地元の皆様と連携しながら、
地域の活性化に貢献していくことが私たちの願
いです。
今後とも、ご支援、ご協力を宜しくお願い申し上げます。
~四国水族館ホームページより抜粋~
＜美しき水中世界に心奪われる非日常空間＞
穏やかなる瀬戸内海の景色に心が和み、母なる黒潮が流れる太平洋に、自然の壮大さ
を実感する。

そこに暮らす生きものたちとの出逢い、ここでしか体験できない感動

体験の数々があなたを非日常空間へと誘う。 ここは神秘の国・四国の次世代水族館。
＜四国ならではの豊かな水景にようこそ＞
四方を海に囲まれた四国の豊かな水景を再現。

美しき清流は、私たちの心をも清ら

かにし、お遍路やおもてなしの文化が根付くこの場所で、麗しき四国の由に気づく。
＜ほかには見ない 生きものたちの姿をご覧ください ここは生きもののための水族館＞
四国水族館は、生きものにとって負担が少なく、居心地がいい、生きもののための展
示・生きもののための水族館を目指し、空間づくりに工夫を、飼育に熱意と愛情をも
って取り組んでいます。イキイキとした生きものたちの姿はもちろん、年月を重ね、
人と生きものたちとの間にどのような絆が生まれ、どのような成長を果たすのか、
ということにもご注目ください。
『店舗紹介』
“四国水景”をテーマに、四国のダイナミックで多様な
水景と、そこに息づく生きものを紹介する水族館。
「綿津見の景」では、スマやマダラトビエイなどの魚
が黒潮にのって回遊する様子を再現するほか、海の中
で、鳴門海峡のうずしおを見ているかのような感覚を
体験できる「渦潮の景」、瀬戸内海を背景に躍動的に
泳ぐイルカたちを眺められる「海豚（イルカ）プール」など
四方を海に囲まれた四国ならではの演出となっている。
「水遊ゾーン」では、海の生きものたちとふれあえる。

~四つのテスト~
言行はこれに照らしてから
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４．みんなのためになるかどうか

【本日のニコニコ】
🍀

㈱四国水族館開発 代表取締役 流石学様をお迎えして
客話を拝聴して。

🍀

：氏家 正俊 会長

ありがとうございました。

： 森 英司 幹事

㈱四国水族館開発 流石様をお迎えして。
納田委員長。

🍀

ありがとうございました。

㈱四国水族館開発 代表取締役 流石学様をお迎えして
客話を拝聴して。

🍀

：納田美由紀 会員増強委員長

㈱四国水族館開発 代表取締役 流石学様をお迎えして
客話を拝聴して。

🍀

ありがとうございました。

ありがとうございました。

：塩田

寿 会員増強副委員長

㈱四国水族館開発 流石様をお迎えして。
納田委員長。

ありがとうございました。

：高木 敏仁 会員増強委員

🍀

㈱四国水族館開発 流石様のお話を拝聴して。

：山下 峰彦 さん

🍀

なんとなく

：篠井 文衛 さん＜Ｗbig＞

【来訪ロータリアン】【メークアップ】（なし）
【出席報告】
会員総数

第２１７８回例会

＜９月８日(火)現在＞

出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数

３９名

３名

３６名

３０名

第２１７６回例会
会員総数

３名

３７名

出席率

６名

83.33%

＜８月２５日(火)例会分＞

出席免除会員数 出席計算会員数 出席会員数

４０名

欠席会員数

３０名

欠席会員数

出席率

７名

81.08%

【９月１５日(火)の例会】会員卓話 （クラブ広報委員会）木村義正委員長

【９月２９日(火)の例会】観月例会（親睦活動委員会）中 哲生 委員長

【オークラホテル丸亀12Fエメラルド

午後7時開会】

ロータリーの目的
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第１． 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。
第２． 職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものにすること。
第３． ロータリアン一人一人が個人としてまた事業および社会生活において、日々、奉仕の理念を
実践すること。
第４． 奉仕の理念で結ばれた職業人が世界的ネットワークを通じて国際理解、親善、平和を推進す
ること。
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