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今回、私の生まれ故郷であ
る結城市が誇る結城紬がユネ
スコの無形文化遺産に登録さ
れることになり、これを機会
に世界遺産について勉強して
みました。
なお、この結城紬が登録さ
れた無形文化遺産というの
は、ユネスコによって選ばれるのですが、俗に言
うところの世界遺産とは別物です。これまでには
歌舞伎や文楽、能、雅楽、アイヌの踊りなども選
ばれており、今回の結城紬は沖縄の組踊りと一緒
にえらばれました。結城紬が選ばれたことにより、
現在の日本の無形文化遺産は18件になりました。
一方、こうした無形の文化遺産ではなく、一般
に言うところの世界遺産について話してみたいと
思います。
北のほうから言いますと、知床です。知床は海
と川と森が一体化された原始のままの生態系が残
されており、貴重な動植物の宝庫です。
東北では青森県と秋田県にまたがる白神山地、
これは8,000年前の原始のままのブナ林です。
関東地方では日光の社寺だけです。東照宮や二
荒山神社などで構成され、近年外国人観光客が増
えているそうです。
中部地方でも1か所です。岐阜県の白川郷と富
山県の五箇山（ごかやま）を合わせた地区の合掌
造り。豪雪の対策と養蚕をするためにあのような
独特の家が造られました。
関西に入りますと、まず京都の寺社仏閣です。
本能寺や二条城など20か所近い寺社を含み、比叡
山の延暦寺も入っております。
そして奈良の歴史的建造物です。東大寺など８
つのお寺が入っております。次に同じ奈良であり
ながら別枠で法隆寺の仏教建造物です。1993年に
まず法隆寺が登録され、それから何年かして奈良
全体が世界遺産となりました。
それから紀伊山地の霊場と参詣道、すなわち吉
野山、高野山や熊野古道などです。この地区は仏
教と神道が混じった独特の場所で、とくに熊野古
道のように道そのものが世界遺産になったのは世
界で二つしかありません。
関西ではもう一つ兵庫県の姫路城、通称白鷺城
（はくろじょう）が選ばれました。このお城は秀
吉が創建したものを池田輝政が1600年台に現在の
形に築城したものです。

中国地方になりますと３か所で、まず島根県の
石見銀山。これは徳川幕府の銀山です。鉱山遺跡
はアジアで初めて世界遺産に選ばれました。
次に広島の原爆ドームです。この原爆ドームは
人類のおろかさを後世に残す負の遺産として、ユ
ダヤ人の大虐殺が行われたアウシュビッツやアメ
リカの原爆実験をしたビキニ環礁などと同じ意味
で選ばれました。
そしてもう１か所は厳島神社です。通称安芸の
宮島で日本三景のひとつです。
あと２か所は南にいきまして屋久島と沖縄の琉
球王国の遺跡です。
屋久島については屋久杉が有名ですが、世界遺産
になってからは観光客が爆発的に増えたようです。
沖縄の琉球王国は首里城などのグスクが選ばれ
ました。グスクというのは古琉球（グスク）時代
の遺跡のことで、いまでも沖縄では城のことをグ
スクと呼びます。首里城跡など450年続いた琉球
王朝の歴史的な遺跡です。
世界遺産は３種類に分かれます。建造物や遺跡
等の文化遺産、自然の美しさや絶滅危倶植物など
が生息する自然遺産、そしてこの両方の特徴をも
つ複合遺産です。日本では知床、白神山地、屋久
島が自然遺産で、残りはすべて文化遺産となって
おり、複合遺産は１か所もありません。
世界遺産は1972年の国連ユネスコ総会で成立
し、日本は20年後の1992年になってようやく批准
にいたりました。先進国では最後になってしまっ
たのは、分担金の支払いがきつかったためだと言
われています。
世界遺産に登録されると、６年毎に世界遺産委
員会に状況を報告し、再審査を受けなければなり
ません。保全状態が悪いとただちに登録が抹消さ
れてしまいます。
それでは世界遺産になるメリットはなんでしょ
うか。ユネスコからの資金援助はありません。し
かし、観光資源としての価値は大幅にアップしま
す。それと地元住民が誇りを持てるとか、観光に
よって雇用が増えるなど良いことづくめのようで
すが、デメリットもあります。白川郷の例では、
車が狭い道に入ってきて住民に迷惑をかけたり地
域が御土産屋ばかりになってしまいました。また、
家を建て替えたいのだが、規制があってそれもで
きない。紀伊山地では、林業を営んでいる人が、
木材の伐採ができなくなってしまったとも伝えら
れています。
こうしたデメリットもある世界遺産ですが、た
とえば矢切りの渡しが、あるいは戸定邸があるい
は松戸神社さんが世界遺産になったらどうだろう
かと考えると、松戸市民として大きな喜びになる
のではないかと思います。なお、最初に話した結
城紬ですが、市内の関係者に聞いたところでは、
見学者は増えたが売上げは前と変わっていないと
いうことでした。
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てもとてもできない鍛と錬であります。武道でも、
芸道でも、よく、
「芸は身を助ける。」と言います
が、一方、日本舞踊をやっていた姉に祖母が、
「芸が身を助けるほどの不幸せ。
」とも言っていた
ことを思い出します。どう思われますか。
松戸東ロータリークラブの
鍛冶一秋様、ようこそお越し
下さいました。ごゆっくりお
過ごし下さい。
松戸ロータリークラブ奨学
生・伊東聡史さん、卒業おめ
でとうございます。県立松戸国際高校で剣道部に
所属されていました。本日はロータリークラブか
ら、ささやかですが卒業祝を差し上げたいと思い
ます。伊東君におかれては、今までに受け取った
善意を大切に思い、将来は他人へ善意を差し上げ
る人になる努力をお願いして、ご卒業のはなむけ
の言葉といたします。
先週、理事会がありました。① 米山カウンセ
ラーを島村俊充会員に依頼。 ② 奥村祐二会
員・退会。勤務地変更で。慰留につとめました。
③ 台北天和ロータリー４周年・手紙を差し上げ
ました。田原会員に中国文への訳を依頼ました。
感謝。 ④ ニュージーランド地震・山田達郎会
員に依頼。松戸ロータリークラブが青少年交換で
世話したニュージーランド出身のRuth Reidに連
絡をとってもらえるか。88〜89年度の会長・幹事
である、山田・安井の両家が中心にホストファミ
リーとなったそうです。山田会員の父母にも協力
を仰いでいます。義捐金のBOXを廻します。 ⑤
鴨川ロータリークラブ50周年記念式典。13日にあ
ります。参加してまいります。
本日の卓話は、湯本高之会員で、テーマは「世
界遺産について」です。湯本会員は、基本的には
過激だと思います。茶目っ気があり、いたずら坊
主です。７月の第一例会で、「伊原さん、今日か
ら会長ですから、話がある時は、松田幹事を通し
ますから……」「……是非、そうしてください。」
湯本会員は早稲田大学・空手部と私は立教大学・
拳法部。共に武道や勝負の世界に身をおいた者同
志です。これは、剣豪・宮本武蔵の言葉でありま
す。「今日は、昨日の我に勝ち、明日は下手に勝
ち、後には上手に勝つと思ひて、千日の稽古を鍛
とし、万日の稽古を錬とす。
」 人事を尽くして、
天命を待った宮本武蔵らしい言葉です。私にはと

12日に予定されている遠征ゴルフは、出られる
人たちで楽しもうと考えています。たった二人で
廻っても楽しいのがゴルフです。更に来週の16日
のホテル・ザマンハッタンの移動例会。おいしい
食事にコーラス。織田ガバナー夫妻も来訪されま
す。楽しいことばかりです。ポール・ハリスは、
さみしいからロータリーを作ったと言われていま
す。・さみしい ・ひとり ・孤独などの言葉の
対極には、・楽しい ・仲間 ・絆 などの言葉
があります。ロータリアンの心の様相はそれぞれ
であります。私はよく、ロータリーをやめたいと
思ったことがありますか。何故ロータリーを続け
ているのですか。などの質問には、むずかしく考
えずに、「ロータリーは楽しいから！」と答えま
す。

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
① 例会終了クラブ協議会
を開催します。
②

来週３月16日 の例会は家族例会となりま
す。６時半点鐘です。

２．外部からの会議・連絡事項等の案内
① 第2790地区第12分区５クラブ親睦ゴルフ大
会のご案内の件
３．他クラブ会報・その他
特にございません。
４

例会変更の連絡
特にございません。

５．その他報告
特にございません。
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会員52名
出席42名
仮欠10名

小倉
大川

純夫君
吉美君

常盤
森田

中澤
織田
湯本

雅彦君
信幸君
高之君

松戸東ＲＣ
船橋東ＲＣ
松戸西ＲＣ

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

映彦君
雅久君

島村 善行君
中田智次郎君

３月４日
３月３日
２月23日

本日出席率
85.71％
先々週出席率修正 77.55％→81.63％

【卒業祝】伊原会長より松戸RC奨学生伊東聡史さんへ

伊原会長

義務会員43名
義務会員36名
義務会員 7名

【ご挨拶】
松戸RC奨学生伊東聡史さん

鍛冶

一秋様

松戸東ＲＣ

伊東

聡史様

松戸ＲＣ奨学生

杉浦 裕君／誕生日祝いありがとう御座居ました。
73回目です。
田中忠行君／誕生日と入会記念ありがとうござい
ました。最近足と目に老化現象があらわれ、ショ
ックを受けておりますが、未だ未だやりたい事が
ありますので、なんとかのり越えて頑張って行き
たいと思いますので、よろしくお願いいたします。

【入会】田中 忠行君
平成4年3月4日
（19年）
【誕生】田中 忠行君 13日

【誕生】松本

幸夫君 4日

待山克典君／誕生日のプレゼントありがとうござ
いました。今後とも宜しくお願い致します。
松本幸夫君／誕生日のお祝いをいただきありがと
うございます。47才になりました。

【誕生】杉浦 裕君 7日

【誕生】待山

克典君 21日

飛田 勤君／誕生日祝いありがとうございました。
家族以外から祝っていただくのは久し振りです。
今後ともよろしくお願い致します。

【誕生】飛田 勤君 21日

ニコニコBOX

当日￥ 35,000

累計￥944,000

財

当日￥ 3,882

累計￥123,543

団BOX

文責／車田
− ４ −

