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会談を|＃lき､』･t典のIIj;間知縮などの対･策を採った結果、

少しざわつくハ嬢でj!!"fに終えることができたとのこ

とです。これに気を良くしたIIililiでは、今年は両親、

11l父|歌のﾀlll/i'iを呼び掛け、 さらに.rtの終わりに、総撒

70)71 '1のギフ|､券が今'iたる.I111遊金も加えたそうです。

｢父lfの参加で、 ・解のけじめある』化になり、抽選会

で参"II尚も塒えて朧りこがる」というのが市側の説りl

です けれども、ある人'¥:の先ﾉkは「親離れして人

前になる』･t典で親と紺というのは、 どこか奇妙だ」

と国っています。 ‐掛:門のマナーといい、 ル'illlllの気遊い

といい、何とも'li'iけない話です“

愛知I,↓ﾂfでは、 .t(噌している4く良外l 'il人や紫ﾉ]|寸|の

犯罪を1号､l･じ込めるために、 糸|l縦犯罪対･策i裸、そして暴

走族群に対.↓心する非行集卜il対策課のDoつを刑蛎部に

この存、折I没するそうです。この非↑j喋剛対策謀は、

ﾉ|禰安倫部少年課の一部と交通脂導I裸の染走族.111当が

合体した企l 'il初の糸I1識で､50人11股のMJ棋だそうです。

県縣が77ｲ|:．～81年生まれの禁止族2132人の追跡調査を

したところ、洲人が鵠ノル11の糸'1曲になったり、路-t強

盗やひ｡〉たくり、恐II圏など雄ノルi1とのつながりを深め

ており、その対策が.E!猫となっています．また、公立

I I 1 ･ !l.lililﾉﾘ外で、鱸行や陽'iifなどがjWえていますが、

'､j::校ではIIII:ぐに「弊察に通報することが多くなった」

としています、少ｲﾄ'lf件に係わる弁,iMI rからは、 「学

校が安笏に弊漆に噸る傾lnIが強まった」と懸念する声

もII I｝ているようです‘

また、 1111年ｲ〈の調俺によると、 「'､j::校以外でl l-III1

11f間勉強するか」の問いに、 ノ<'､}::、 ノ<'､}::院生.l7.5%が

勉強などしていないと答えています~ I)il'llに比べて怠

哨している「枕職する意思はない」は、 18～21歳で

l6%に、 22～2~1粒で7.6%と、 典にj脚えています。

｢ﾎ,'i僻したいと思わない」も、 15ﾙ晦以｜の各年代で

9%lii後で、 liilIIIに比べ大llll,iに1Wえています二

これらのI淵侭で分かるように、成人』化での大人気な

い↑j粥といい､ I!r少fI=の社会的illill''i慨の変化が伺われ

ます、 汁い艀さん方の健やかな成腿を祈るのみです。

手…………夢‘， きょうの例会侭…………竜
ビ

;第933回平成14年1月22日(火） 剥
蹉-侭;§‘,壼智侭農4，歳農Jjnﾐﾂ参｡"剖伺烏尭:4，侭勢,‘,藷一歳割鍼鯵‘,扉ｼ斧‘,床:津‘,請陰‘,‘,:ｼ塑示:坐

IMII&終打合わせへ

鞭……琴侭琴侭浮， 先週の記録而蜀…………諭
#第932回平成14年1月15日（火） 雨；
峰彦｡侭津侭一一:1,鋲ｼ狸‘,亀，夢｡~2斗,侭鯵心､冨錫："－津侭響『､愚劣學,-公‘,壼斗‘,喜篭畠幽,〆塑‘,愚ｼ銀

錫"奉仕の理想”

錫出席報告

会貝 71(63)術

I1IWiﾘ率 8:113%

前々Im l2)|251 1

出 l砧 53橘

(修.d､i,'i'i率) ()538%

|佐久間幹事報告’
1 .次|凶例会は1M(21 1 1,1 1 1 (4))の雌終ｲ1.ち合わせ

を|ﾙl雌致しますので企会興のご川職をお|航い致し

ます”

2． ロータリーの反l ll¥とガバナー)III;が来ており

ますので、おj'1}りにお特ち~ドさい。

へ

笹野会長挨拶 ｜
ノ>| |は151_1 ,以liiiですと「成人のH」ということで

すが、迎休を多くしようと、祝I I法の改ll:によって今

年はl '! |-Iになりました‘

このところ「荒れる成人』･t」などと! i.われ、各地の

成人｣tでの若荷のマナーが問題になっています‘昨イト

も、お祝いのスピーチ1'1の知蛎に対して、災1,11で「'1'I}

れコール」をしたり、樅拶をしている'li災にlAlけてク

ラソカーを11鳥らしたり、 l,'iﾘを離れて州りまくるハ:尚た

ち等々、あまりの勝}'1:雌人さに途｝ili荷がlllるほどでし

た｡ ノ>一年もｶ|;糊をはじめ放力lﾘiの式賜で況,礼が苑′l1し

ましたことは、すでにニュースでご"《知のことと思い

ます liil様の悩みを抱えたゴ 埴県津｢|iでは、式の跣If

をi!1とか保とうと、 II1<I.は新成人の代炎も交えた検,i､1･
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圃卓話

“健康と長寿，

する一次jｼ防に砿点を獄くものです。 ノk活稗'if恥の

中には尚Ⅱil圧、尚脂lil症、糖尿瓶群がありますが、

これに肥淌がjllわると“死のI几| ･砿奏”といわれ、心

疾忠、脳1m牌疾悠となってﾀﾋ亡する危険性がII.liいと

占われています。

社会でご活跳の皆様方には′k活群悩病にご注意い

ただき、続々健康で長がとなられますようお祈りし

ております。

“日影と日照”
会j』繩||｜ 沖治召

食興樫尾術．.ｲI
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平成13年lOIIに入会させていただきました幌I61I;;i

~・です覚王II IH衆寺参道外(I!!||で内科、小児科、澗

化器科のクリニックを|附いています。名占屋第亦

l ･ 'j庵病院、名古)釜大学第2|ﾉﾘ科．、 一髪名占屋瓶院|ﾉﾘ

科を経て平成9年311に|ﾙl業しました。内科、消化

器を!|'心に小さなおfさまから年錐の方まで、地域

のかかりつけ医、 ホームドクターを!｣指しています。

|Xillli会ではロータリーへご紹介いただきました竹内

先生、兀会艮の和lll先ﾉkにご脂導をいただいていま

す ~r繩区医帥公会長のNII|水先唯のもとで現在執1J:

部の一員としてお手伝いをさせていただいており、

:l ilからは及ばずながらIIill会長をさせていただくjう

定です。青少年活動ではボーイスカウト名古隈第39

1,11の団委員長を仰せつかっています。T･繩区の' | !で

は比!陵的大きな|､11で、 1｣: !l‘、災会の時は制服制IIIIIで

奉仕させていただいています，趣味は手品です。小

学校5年生から勢いだしましたがその後忙しくて純

粋もあまり出来ず、 ますます腕が蒲ちて困っていま

す。今後河村様のマジッククラブのお世話になりレ

ハートリーを増やしていきたいと思います。

さて健康、長寿の紙を少しさせていただきたいと

思います。口木はごｲﾄじのように平均寿命はり)'|v|§77

舷、女性83歳と1lt界ｲi激の災がlヨとなりました。 l lt

界・の長寿記録はフランスの122歳だそうですが、 I I

本でも100歳以上の方がlノブ人を超えています。死亡

腺Iﾉ《lの二大疾患といえば、 1位が悪性新生物いわゆ

る癌で近年増加の一途をたどっています‐ 2位は心

筋使窄などの心疾患、 3位が脳梗塞、脳出血などの

脳血櫛疾忠となっています。これらの二大疾忠につ

ながる病気は長らく “成人ﾙ)､i"と呼ばれていました．

働き樵りの成人に多く兄られ、年齢と共に樅忠率、

ﾀﾋ亡率が高くなる疾忠僻をいいます。健康診断でIfI

党症状の無いうちに早くチェックし、早期に治旅を

開始して重大な病気になる胡に対処しようという L

次1う防に重点を世いていました。ところが最近は

"ﾉk活習'|貰病”という，；難が使われるようになってき

ました。これは食稗悩．迎励群'慨、休養、喫煙、飲

IIMi群の't活課慣が関ワーする疾忠全体を指しており、

今までのようにﾘ1万気になってから発見するのではな

く、 リi節気にならないよう健康を維持し、発病を1Wj

砿
~
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一

一

鋤郷＆ ‐

u々の業務の中で建築の計l由iをするll＃、いつも考

えなければならない'jIはR影規制です。今I Iは建築

基準法の中のH影規制と、現実のLI影のおI活をした

いと思います． この法律は、 ・般に国われるl l照権

いわゆる民法上の!lﾄとは違います。まずお話の前に時

代の11ﾃ景、法の雑いkちを少し説明させて噸きます

江戸時代に入り、川、家造りには、

①封建的身分嬢別呼の絡式

②倹約をする為のもの

③防火に関するもの

の-《点の規約がIII1来ました二

火災は“江戸の花”と占われ、必然的にﾄt会の要

求により、防火に対してj苓根の被種制限、 ｜＃f造り、

潅家の奨令があります。江戸の振袖、火'lﾄはiIJj本

丸を焼失し、 l()〃人以Iが焼タビしました｡以後、

166()年から、 こけら上i: 、膳根は、 _l二をkで蛾る,I#を

術併させました。

明治5年、銀嫌の人火災があり、 レンガ造の群約

分瓶、政府白らの区|町整理が施工され、以後の銀座

レンガ街となります

明治12年、火災を機に崖根制限一防火。

大碓8年、 I|了街地巡築法の公布、施行、今の述築

堆準法の雄がlll来ました。当時は、 ルUI(、 ル(部、 タII

ﾉｰf、横浜、名11I･雌に適川され、以後次鯆に辿力I Iされ

ていきました。この様に、その時代の災',ifと、部ilj

の発展が法の必然‘|ﾂ|§を生み出して施行されました。

昭和45年、従来の進ペイ率と、総i葡さの制限から、

容穣率制にない尚さが廃止になり、その上典から建築

張と近隣li ;民のI 1影呼のトラブルが多くなりました。

以後、 1_1影等に|兇lする指導要項が施1j≦されることに

なりました。

IIFWI151年|｣影に対･する'.l' iWil轡建築物のII･ﾙさ制限の

法が施行されました。

へ

－2－



日影規制の内容とは、冬至日12月22日の午前811寺

から、午後4時迄の8時間の内、都市計.l山iにて決め

られた地域により、何時間以上'二|影にしてはいけま

せん。ちなみに、川途地域と境界からの距離により、

| I影規制時間が決められています。

名古屋における冬至日の影の長さは、 8時16時は

約6.7倍、 10時2時は約2.17倍、 12時は約1.65倍となり、

道路にある電柱がそれだけ影が伸びるという事です。

冬至日の太陽は1時間に15度の移動があり、影が

移動する事です。

日影は、太|場の高さ、位置により決まります。

冬至 12月22H 12時の影の倍率 1.64倍

立春2月4日 1.26倍

立冬 11月8n 1.26倍

春分3月21H 0.7倍

秋分 9月23H 0.7倍

一般的に、一戸建て住宅の宅地は、 160㎡(20㎡×

8nf)建物は2階建て、 100～l5011fが‐般的の住宅

です。南に2階建ての住宅があれば、冬至日は南陰

地の建物の日影を受けます。日影規制は、用途地域

により7.01㎡又は10nf以下の建物は、 H影の制限を受

けません。

昭服l145年以前には、 日影による近隣|､ラブルはあ

りませんでした。町の発展、 ｜淵発と、住民の心の豊

かさが時代の流れにより、日影規制が生まれました。

しかし、土地の有効利用は、かなり規制を受けます。

相続、企業の清算の為の土地売却時は、 日影規制，

によりどれだけ有効に利用できるかにより、土地価

格は決まります。これは、 日本の経済にも影響し、

規制のランクの各特定行政庁により異なります。

規制のランクを厳しい枠にしますと、将来の売却、

再利用はしづらくなり、規制のランクの選択は、将

来の資産の利用を考えて、十分注意を払うべきです。

現に名古膳市、愛知県、 1l皮阜県、三重県の近傍の法

の基準は、名lli屋市が~ ・番厳しい基準を採用してい

ます。 「|~'規模の住居系の土地は、一番得利用（売却、

建て直し利用）がしづらいという事です。

今迄お話した事は、建築基準法の取り扱いと、資

産の再利川の観点よりの話です。よく言われる日照

権とは類似ではありますが、別の問題なのです。

へ

;、ﾍﾍ'､'､'、‘､へ~､~､ﾍﾍ．､~､｜
； 〔1／15分〕
、

；黒野貞夫
？ 早春展・パーティーでは＃ 早春展・パーティーでは

ニコボックス~ ‐ ’’
､夕、'、'、′、′、'､〃、’、'、′、〃、′、〃、'、"、"、

／
、

－ノ

さんの目に写った私を詠みました。 松永 正史・宮尾 紘司ヌ

寒風を来し彼の面ひきつらせ 森 幸一・永井 勝；
水谷祥督 成田 良治・西野 英樹ゼ
ニツキー（仁姫）寺で頑張って 涌谷龍男．佐久間良治；

います。 佐野 寛・笹野義春メ
水野民也 澤田 淳治・鈴木正男ミ

孫が2人成人になり、マゴマゴ 鈴木理之・田部井良和＃
しておれません。 竹内 眞三・舎人 経昭；

足立 一成・萩原喜代子 山本英次・吉田 節美；
池田 隆・池森 由幸 吉田 玄 〉

石黒正則・伊藤健文 黒野清宇先生､地域功労者表彰メ
〉伊豫田博明・神崎住恵 おめでとうございます。
〆

樫尾 富二・加藤重雄 山本眞輔 ／
加藤大豊・河村政孝 Iﾘ1けましておめでとうございま，

菊池昭元・小林 明 す｡新年例会は失礼いたしました。 ；
小杉啓彰・小坂井盛雄 本年もどうぞ宜しくお願いします。 ゼ

久野 峯一・黒須アイ子 会員誕生日祝い｡ I 台計 | #
牧野登志子・松居 敬二 ’ 89000円 ｜ ；
､--------.－－－－－－．－ －．－．_-.-~--.-----. .－.一. -.--..--. .-‐-‐‐〉

和田正敏 永井 勝・成田 良治；
2002 ･ 2･ 14 1Mです。 西川 豊長・大口 弘和ミ
祷様、よろしくお願いします。 鷺谷 龍男．佐久間良治；

“義雌ｱｰ,ｽﾍｰｽで州濯＆ 淳箸:鰈蕊
黒野貞夫 佐野

展を開催しています。 竹内 眞三・舎人経昭ゼ
足立 一成・二村 聰 山田 壽勝・吉田 節美メ
萩原喜代子・池田 隆 吉田 玄 ／

〉

池森 由幸・伊藤健文 明けましておめでとうございま2
伊豫田博明・樫尾富二 す。本年もよろしく。 〈

<

加藤重雄・加藤大豊 水谷祥督 〈
／

河村政孝・菊池昭元 結婚記念|言1祝い。 〈
<小林 明・小杉啓彰 小山雅弘 <

黒須アイ子・牧野登志子 ′讃くじで10万円が当たり、城山メ
柵木充明・松永 正史 さんでおみくじを引いたら大吉で＃
三輪 康・宮尾 紘司 した。 ｜笥計 ｜ ；
三好 親・森岡 文明 結婚記念|曹1祝い。 | 116.000円 ｜ メ

、

、ヘヘヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ,、,、ヘヘヘ,、ヘヘ,、ヘヘヘヘ,、ヘヘヘヘヘヘヘ／

－3－

、いろ

；いるご支援ご指導をいただき、
?有難うございました。
；大谷和雄
； 桜花学園高等学校が昨年末に行
＃われた「全国高等学校バスケット
メポール選抜優勝大会」で優勝しま
ゼした。史上初の六連覇、 13回目の
；優勝です。
；小山雅弘
ゼ 今日は父の命IIです。無事10年
；がたちました。
#和田正敏
／

> 1Mまであと1ヶ月。皆さま、

;よろしくお願いします。
＃浅井誠寿
； クラブ事務局へ寄った時、太田
〆 －－－ ÷－－－ 一一 一－－ ・--一 一一． 一一 ．･一一 ．一一．一． 、ロー・ー■。 ．ーー．ー■．

； 〔1／8分〕
ゼ小坂井盛雄

； 新年お日出度うご座居ます。本
；年2月に満77才存寿を迎えます。

;「南無や南無~
＞ あと幾度の正月ぞ」 雅堂
；松居敬二

； 明けましておめでとうございま
§す。皆様から多くの年賀状をあり

；がとうございます。私の御無礼を
<ニコボックスヘl 1ノ

ミ水野民也
／

＞ 明けましておめでとうございま

；す。今年もニコボックスを宮し
＃ く ！
／

＞藤田千津子

； 今年も宜しくお願いします。
必、,、へ"、ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘ〃、ヘヘ'､′、ヘヘヘヘ
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これまでのところ、私は顧問であるMikePhelan氏

とその家族との温かい交流を通じてロータリークラブ

のあり方を学んでいます。Phelan氏とその家族は社

会的責任感の強い実に誠実な方々です。特にMike氏

は会社運営の上に職力的にロータリーの活動をされて

いて傍から見ていても大変多忙を極めていました。彼

はロータリークラブに強い誇りを持っていて10年ほど

前から' l ! i断生に呼びかけて大規模な植林活動をしてい

る話も聞きました。彼はトロント ・イーストのメンバー

ですが他に新しいロータリークラブを創設したそうで

す。このクラブの例会は薪いメンバーにもどんどん参

加してもらおうという意I叉|を持っていて通常例会は夕

食か昼食をとる形式のために会f!iが高くなるのでこの

クラブはilﾘI食をとる形式になっているということでし

た。近いうちに私はこのクラブでもスピーチをするこ

とになりそうです。Mikc氏がこのように熱心に活動

をされているのは彼の父上の影禅が大きいのだと思い

ます。父kであるBillPhelan氏はトロントに初めて

ロータリークラブを設立された方で引退するまで一週

たりとも例会を欠席したことがなかったそうです。

Bill氏はまた巨額の堆企調達をされたのだということ

がMikc氏だけでなく他のメンバーの方々からも尊敬

を持って,滞られていました。

私が所偶している研究科は世界的に著名な研究者が

いるだけでなく、 しばしばオリエンテーションや種々

のパーティーが行われるアットホームで気持ちよく勉

学ができるところです。先生方はさすがに言語教育を

"IIIIとされるだけあって、海外からの学生にも分け隔

てなく接してくださいます。私はこの研究科において

日本人だからという剛由で差別されていると感じたこ

とはまだ ~度もありません。

私は現在3つのコースを取っており、そのうちの2

つは将通に教室に集まりディスカッションやプレゼン

テーションを行いますが、 もう一つの授業は遠隔教育

コースなので参lI I省は顔を合わせることなくオンライ

ン上で授業が行われています。この授業のことを私た

ちはWcbKnowledgeForum(WebKF)と呼んでいま

す。WcbKFにはホームページがあって参加者は週ご

とのテーマについて好きなときに自宅からログインし

評き込みをしながらお互いにディスカッションをしま

す。WebKFの先′|畠はもちろん私の研究科の先生なの

で最初はわざわざコンピュータで授業をしなくともよ

いのにと思い先生になぜオンラインの授業をされてい

るのかと質問したところ、 (1)地理的な理由で教室に集

まることのできない学碓が参加できる(WebKFには世

界の様々な場所から20人が参加しています)、 (2)書き

言蕊でコミュニケーションをするのは時間がかかるけ

れども、文厳を黙くためにはよく考えをまとめる必要

があるので、そのような訓練は大学院生には不可欠で

ある、などの哩山を挙げられました。私は今までこの

コースを取っていて本当に良かったと思っています。

予想していた通り、 ！;蛾の髄は大きく英語で話すこ

と・書くこと．読むこと・聞くことすべてにおいて時

間をかければ何とか処珊できるのですが、すぐにこの

｢時間がかかること」は非常に電大な問題だというこ

とに気がつきました。通常の授業では私がやっと聞き

取り、意見を言おうと思うころにはもう次の話題に移

ってしまっていたり、WcbKFでは他の参加者が苦き

込みをする速さが私の読むスピードを_上回ってしま

い、ほとんど沸き込みができない週もありました。現

ｲiﾐでも特に|ﾙiくこと． ‘活すことに問題が残っています

が何とかやっていく口備がつきました。

私の勉学の状況はおおむね良好です。WebKFで般

初に提州した課題には良いI;､ﾄllliをいただきましたし、

2つ| |の細遡はかなり好意的なコメントをいただき現

在学術雑誌への投柵を検,;､1･ 1 | 1です。また研究科の友人

と一つのプロジェク|､をウ:ち｜げ来年の4月頃の光成

を日指してliﾙ究をすすめています。

次にトロン|､の街についてですが、 IKIIh:固って岐初

にMikc氏にトロントを案1人Iしていただいたとき、あ

まりにもワシントンやボストンと似たように兄えたの

でちょっとがっかりしました。ただ緑の多い街で、た

くさんの公臆lがあり、ちょうど今のII＃期はとても紅葉

が美しく数多くのリスが走り1111っていることにも驚き

ました。

トロントの素晴らしさは街の中身、つまり人にあり

ます。 j多想以1,に多文化で移民が多く人、の約50％は

非白人なのだそうです特に香港が返還されてから中

国からの移民がますます増えチャイナ・タウンが5つ

もあります, l､ロントの人は多文化に対して非常に寛

大です。私の数少ない絲験からこれは大変珍しいこと

だと思います。Mikc氏が移民の増加について「誰も

気にしないよ」と‘活していたのが強く印象に残ってい

ます。その酎葉どおり、この街ではどんな肌の色をし

た人がどんな,_す雌をI謡しながら歩いていようが、誰も

振り返ったり奇異な|'で見ることはありません。私は

一度トロンl､生まれの友人になぜ|､ロントが好きなの

かと尋ねたことがあります。その友人は1 1系11tなので

外見はl l本人ですが|ｿ:謡は英,謡です。友人は「他の都

市だと必ずI I本人の外見をして災語を紺す[I分は変な

目で兄られてしまう。 しかしトロントではまったくそ

のようなことがなく、 とても過ごしやすいから｡」と

答えました。

言語の研究をするためにここに来た私にとって、英

語の学習者にアングロサクソンの文化が強要されず、

広いコンテクストでI;i謡習押を琴えられるこの環境は

理想的だったと思います

何か|､ロントやこちらのロータリークラブ、あるい

はプログラムについてごf'『問がございましたら、私に

可能な限りお調べいたしますので、 Eメールにてご連

絡ください。 （部抜粋）

E-Inail :kbaba@oiseutorontoca
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囮次回例会（1月29日）
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