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＊本日の予定＊(８月２３日(金))

第２２６２回例会
№

Toyama

South

Rotary

№

（2706 回）

Club
Club

日

8/9

30(1)55

54.54％

例会修正

7/26

32(5)55

58.18％

閉 会 点 鐘

会報委員長／長谷川靖
H22．10．15
№

◆卓話
北日本新聞社 営業局
局長
様 H22．1．29
Weekly 澤井一哉
Weekly

H22．1．29

＊ロータリー・レートのお知らせ＊
国際ロータリー為替レート 8 月 1 ドル＝108 円

令和１年 8 月 9 日（金）
司
会 山崎ＳＡＡ
開 会 点 鐘 黒川会長
ソ ン グ 斉 唱 「我等の生業」
四つのテスト唱和 本谷職業奉仕委員長
会 長 挨 拶 黒川会長
ゲ ス ト 紹 介 富山県自然博物園ねいの里
野生鳥獣共生管理員
赤座 久明 様
ベルギー留学生
Axelle Vandeputte さん
Marie Vrijghem さん
ビジター紹介
富山西 RC 長江隆二さん
幹 事 報 告
柴草幹事
委 員 会 報 告
ニコボックス紹介
金尾 親睦委員
出 席 報 告
鈴木聡 出席委員長
お誕生日お祝い
8/10 澤田悦守さん
8/16 芝田 実さん
卓
話
演題「動物とは動くもの~
ニホンザルの長期調査から分かってきたこと～」
（ ）はメークアップ
当

幹事／柴草甚敦

№ ７

＊次回の予定＊(８月３０日(金))

◆卓話
一般社団法人富山県民謡越中八尾
おわら保存会 副会長 古川克己 様
第２２６２回例会
Toyama
South Rotary
演題「おわら
あれこれ」

R 1．８．23

本日の例会お食事メニュー
８月２３日（金） 付出 野菜かき揚げ 煮物
海老天婦羅 食事 フルーツ
８月３０日（金） トマトガスパッチョ
鮎のコンフィとホタテのポワレ
桃とシャンパンゼリー ソルベ
パン サラダ
ニコＢＯＸ
赤座さん今日はありがとうございます
黒川伸一さん
welcome アクセルアンドマリー
黒川伸一さん
赤座さん卓話ありがとうございます 柴草甚敦さん
誕生祝いをいただいて
澤田悦守さん
誕生日のお祝いをいただいて
芝田 実さん
誕生日のお祝いありがとうございます
鈴木保二さん
Axelle and Marie Welcome to Toyama South
Rotary Club
稲垣耕人さん
歓迎会ありがとうございました
小川万里絵さん
ご協力ありがとうございました

＊皆様 ありがとうございました＊

黒川会長

例会日：毎週金曜日 12 時 30 分～13 時 30 分 例会場：富山電気ビル 4 階「光の間」事務所：富山市桜橋通り 3-1
富山電気ビル 2 階 228 号室 TEL(076)441-2351 FAX(076)441-2354 E-mail：rotary@toyama373.org
事務局携帯：090‐2375‐1963 URL：http://www.toyama373.org/
事務局執務時間 9：30～16：30

【卓話】
富山県自然博物園ねいの里
野生鳥獣共生管理員 赤座久明 様

「動物とは動くもの～
ニホンザルの長期調査から分かってきたこと～」
【赤座久明様

プロフィール】

１９５３年（Ｓ２８年）６月１１日生
１９７７年（Ｓ５２年）３月

富山大学文理学部理学科卒業

１９７７年（Ｓ５２年）４月

細入村大沢野町学校組合立楡原小学校教諭

１９７９年（Ｓ５４年）４月

大沢野町立大沢野中学校教諭

１９９５年（Ｈ

７年）４月

国立立山少年自然の家業務係長

１９９７年（Ｈ

９年）４月

富山県立雄峰高等学校大沢野分校教諭

２０００年（Ｈ１２年）４月

富山県立新川女子高等学校教諭

２００３年（Ｈ１５年) ４月

富山県立新川みどり野高等学校教諭

２００４年（Ｈ１６年）４月

富山県立雄峰高等学校教諭

２００７年 (Ｈ１９年) ４月

富山県生活環境文化部自然保護課副主幹

２０１１年（Ｈ２３年）４月

富山県立八尾高等学校教頭

２０１４年（Ｈ２６年) ４月

富山県自然博物園ねいの里

【赤座久明様

野生鳥獣共生管理員

研究歴】

１９７３年～１９７７年

富山大学文理学部理学科で立山に生息する小型哺乳類（ネズミ，モグラ）の

垂直分布を調査
１９７７年１２月～７８年１月

京都大学霊長類研究所共同利用研究，
屋久島の山岳地帯のヤクニホンザル生態調査に参加

１９７８年１月～

黒部川流域に生息する野生ニホンザルの分布調査を開始

１９７９年７月～８月

京都大学霊長類研究所共同利用研究，
屋久島西部林道地域のヤクニホンザル生態調査に参加

１９８３年７月～８月

環境庁委託調査，
日本自然保護協会屋久島原生自然環境保全地域のヤクニホンザル生態調査に参加

１９８５年～８９年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員として
計画研究「分布限界域におけるニホンザルの生息環境と地域個体群の動態」に参加

１９８８年

黒部川流域のニホンザル調査にラジオテレメトリー法を導入し，１年間の連続追跡調査を開始

１９９１年４月～１０月
１９９２年～９４年

富山大学科学教育研究生として，「ニホンザル生息域の植物環境」の調査を行う

京都大学霊長類研究所共同利用研究員として
計画研究「ニホンザル地域個体群の動態と保護管理」に参加

１９９５年～９６年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員として
計画研究「野生ニホンザルの現状把握に関する方法の開発と保護管理学の構築」に参加

１９９８年 京都大学霊長類研究所共同利用研究員として
計画研究「霊長類などの寒冷適応に関する研究」に参加
１９９９年～２０００年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員として
計画研究「野生ニホンザル地域個体群の動態と保護管理」に参加

２００２年～２００５年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員
課題

２００６年

「富山県のニホンザル地域個体群の分布特性と遺伝子変異」

第２２回日本霊長類学会大会においてポスター発表「北アルプス周辺における
ニホンザルのミトコンドリアＤＮＡ変異」が最優秀ポスター発表賞を受賞

２００７年～２０１０年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員

課題「中部地方山岳地域に生息するニホンザルのミトコンドリア DNA 変異」
２０１２年～２０１５年

京都大学霊長類研究所共同利用研究員

課題「中部地方山岳地域に生息するニホンザルのミトコンドリア DNA 変異」
加入学会等
日本霊長類学会，日本哺乳類学会，富山県動物生態研究会

発表文献
・黒部峡谷のニホンザル．富山生物教育１２（１９７８）
・黒部峡谷のニホンザル（Ⅱ）．富山生物教育 １４（１９８０）
・富山の理科ものがたり（共著）日本標準

（１９８２）

・黒部峡谷のニホンザル．モンキー２１６，２１７（１９８７）
・黒部峡谷のニホンザル（Ⅲ）．富山生物教育 ２３（１９８９）
・野生のサル・教材化へのシミュレーション．遺伝４７巻８号（１９９３）
・富山のニホンザル．とやまと自然第１９巻（１９９７）
・ニホンザルの自然誌（共著）.東海大学出版会(２００２）
・郷土研究を志す人へ(共著)富山県郷土史会．桂書房(２０１７)

備

考
富山県鳥獣保護管理員
富山県野生鳥獣保護管理検討委員会ニホンザルワーキンググループ委員
富山県野生鳥獣保護管理検討委員会ツキノワグマワーキンググループ委員
国土交通省河川水辺の国勢調査アドバイザー
農水省農作物野生鳥獣被害対策アドバイザー
環境省鳥獣保護管理プランナー

○×サルクイズ

（赤字は答え）

Q1 ニホンザルの群れは、力のある１頭のオスザルがボスになり、群れを支配(しはい)して、ほかのサルに命
令したりします。【×】
Q2 サルの姉妹の中で、一番順位が高いのは、一番小さな末っ子で、順位が低いのは長女です。【〇】
Q3 ニホンザルの群れでは、メスザルが大人になると群れを出て、他の群れにお嫁に行き、オスザルは群れ
に残ります。【×】

Q４ ニホンザルは泳ぐことはできないので、川を渡ることはできません。【×】
Q5 ニホンザルの赤ん坊は春にだけ生まれ、夏、秋、冬には生まれません。【〇】
Q6 サルの母親は、食べられる若葉や木の実をコザルに分け与えて、
食べ物を教えながらコザルを育てます。【×】
Q７ ニホンザルの好物はバナナです。【×】
Q８ ニホンザルはクマと同じように、食べ物の無い冬には、穴に入って冬眠します。【×】
Q９ ニホンザルは人と同じように、合計３２本の歯が生えます。【〇】
Q10 ニホンザルは、北海道にはすんでいません。【〇】

ベルギー短期留学生をお迎えしました
Axelle Vandeputte さん
Marie
Vrijghem さん

９月の例会ご案内
９月 ６日(金) 絵本を届ける運動
（今年はカンボジアに 50 冊）
９月１３日(金) 夜間例会/観月会
於：ANA クラウンプラザホテル富山
秋季親睦ゴルフコンペ
於：呉羽カントリークラブ
９月２０日(金) ガバナー補佐公式訪問
益山 和之 氏
９月２７日(金) 米山奨学生卓話
宇奈月ロータリークラブより
トラン ディン トゥンさん
カウンセラー 大橋聡司さん（宇奈月 RC

会長）

2019 年 8 月 18 日（日）富山市役所周辺

暑い中、お疲れ様でした！

＊8 月のサインメーキャップ＊
８月２８日（水）

富山中 RC

例会変更の為

グランテラス富山

会
会員
員企
企業
業紹
紹介
介
株式会社富山ガスエンジニアサービス
代表取締役社長

山本

肇

（ ガ ス 管 工 事 ）

富山市婦中町増田 29-2

☎ 466-9022
Fax 466-4400

三耐工業 株式会社
代表取締役社長

高見

之信

（ 工業用ゴム製品販売 ）
富山市向川原町 2 番 7 号
☎ 423-4545
Fax 423-6600

