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① 四つのテスト唱和　　② ロータリーソング（それでこそロータリー）　

③ 会長あいさつ　　④ 会務報告　　⑤ 出席報告　　⑥ ニコニコBOX披露

本日の主要
プログラム

「ハラスメントを晴らすメンタル」
岸本　圭市　会員

　イスラエルのワイツマン科学研究所のチームは、
昨年１２月、英科学誌「Ｎａｔｕｒｅ」に、地球にある人工
物の総重量が２０２０年に生物の総重量（水分を除い
た乾燥重量）を上回った可能性があると発表しまし
た。（”Global human-made mass exceeds all living 
biomass“）
　その研究によれば、建築物や道路などの人工物の
重量は過去１００年間で急激に伸びており、現時点で
１．１兆トンに達していると指摘されています。
　人間の消費活動や開発に起因する人工物の重量は、
コンクリートや鉄骨材などの原材料の流通量などか
ら試算されています。直近の５年では、年間３００億
トンのペースで増え続け、世界人口で平均して一人
当たりの体重以上の人工物が、毎週生産されている
ことになります。２０４０年までには、廃棄物を含める
と３兆トンを超える見通しをたてており、人間が地
球に与える影響がいかに大きいかを示しています。
　鉄骨造の高層建造物の先駆けであるエッフェル塔
は、フランス革命１００周年を記念したパリ万博を２
か月後にひかえた１８８９年３月３１日に竣工しまし
た。建設当時の高さは３１２ｍで、１９３０年にニュー
ヨークにクライスラー・ビル、翌年にエンパイア・
ステート・ビルが完成するまでは４０年以上、世界
一高い建造物でした。
　２０２０年末時点で、竣工された建造物としてはアラ
ブ首長国連邦・ドバイのブルジュ・ハリファ（高さ８２８
ｍ）が世界一ですが、１０００ｍを超えるビルの建設が
既に着工されており、高さの競争は続きそうです。
　「バベルの塔」の話は旧約聖書「創世記」の中に
現れます。ノアの大洪水を経験した後、人類は天ま

で届くほどの高い塔をバビロンに建設しようとしま
した。しかし、その試みに怒った神は、作業を停止
させるため、人間の言葉を異なったものとし、意思
疎通をできなくさせたというものです。
　人工物が地球上に遍く建設されていく様相は、人
類の活動範囲を少しずつ広げようとしている点で、
「バベルの塔」の逸話と似ているようにも思えま
す。そしてその活動範囲は陸上だけでなく、現在で
は宇宙にも及んでいます。「バベルの塔」は一般的
に、人間の傲慢さを戒める話として取り上げられる
ことが多いようですが、別の解釈としては、人間は
意思疎通ができないと個人では物事を成し遂げるこ
とができないとし、協力・協調の大切さを説いたも
のともされています。
　ロータリーの重点分野に今年度から「環境保全」
が加わりました。生物よりも人工物の重みが上回っ
たとする知見は、人間が地球の環境負荷に与える影
響と連帯責任が増大していることを示唆しています。

バ ベ ル の 塔会長挨拶 川　畑　宏　二

図１　世界の高層建造物（展望デッキ高さ順）
出所：Council on Tall Buildings and Urban Habitat
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〈プログラム〉
　ロータリー賞贈呈式
　　ＮＰＯ法人テニスネットかごしま
　　理事長　馬渡　雅之　様

〈会務報告〉
１．第２７３０地区米山記念奨学会から奨学生の世話クラ
　　ブの委嘱を受けました。
カウンセラーは、当クラブの恒例で幹事ノミニー
（永田健吾会員）が担当されます。
４月１１日の地区の米山記念奨学会委員会のオリエ
ンテーションを経てから世話クラブに出席とな
り、当クラブ例会への参加は、５月１２日（水）からと
なります。

２．４月２８日（水）予定の３クラブ合同例会は、会場の
　　人数制限等がありまして、中止となりました。
　　例会を当クラブ単独の例会に変更し、４月２８日
　　（水）１２時３０分から、山形屋７階社交室で行うこと
　　になりましたのでお知らせします。

３．「故川平建次郎会員を語る会」を有志の方々が企
　　画しております。皆様には、後日改めてご案内を
　　致します。

　３月の川畑会長杯ゴルフコンペではからずも優勝し
てしまいました。パートナーの玉川さん、染川さん、
江口さんにも感謝です。もちろん、ハンディに恵まれ
たことが勝因です。

　たまには一番になろうと思い、出席一番でした。お
かげで会長のオリンピックの記事を拝読し知識をいた
だきました。ありがとうございます。
　玉川さんの奥様の誕生日、「老婆」は問題を起こしま
すよ。

　前回のニコニコ報告で８０過ぎの「老婆」と云ったの
は間違いで「老婆様」とすべきでした。時節柄謹んで
訂正致します。

　第三回川畑会長杯ゴルフコンペで３位入賞とベスグ
ロ賞をいただきました。ご準備いただきました髙木理
事、濵嵜親睦委員長、誠にありがとうございました。
優勝の古木会員は７８歳、ドラコン賞の玉川会員は８４
歳。完全脱帽の上、ニコニコします。

有  村　春  房 君

岩  男　秀  彦 君

玉  川　哲  生 君

前回の例会記録 （ 3月24日分）

古  木　圭  介 君
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■3月10日例会の報告
名
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■前回の例会（3月24日）の報告

小計 7,000 円　 累計 431,000 円
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鹿児島西ＲＣ

市内ＲＣ例会プログラム

次 回
予 告

4月7日（水）１２：００～
　　　　　　　※１１：５０　工場玄関前集合

職場訪問
セイカ食品㈱アイスクリーム工場

山之氏　秀  行 君

クラブ協議会

創立記念日例会（夜例会）
１８：３０～

創立記念例会　外部卓話

観桜会
１８：３０～２０：３０
城山ホテル鹿児島

ＰＥＴＳ報告
橋元会長エレクト


