
２０１３年１１月１３日　第２１２６回例会　VOL. ４５　No. １８

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　鈴木　茂之

■出席報告

　 
■本日の欠席者
内田、田川、千葉

■他クラブ出席者
五十嵐（横浜ベイ RC、横浜瀬谷 RC、地区）

二宮　登（横浜鶴峰 RC）

二宮麻理子 (横浜瀬谷 RC)

■ゲスト
小池　将夫様

(神奈川東RC、2006～07年度パストガバナー)

笠　　栄一様 (鈴木会員のご紹介 )

■会長報告
　今週になりかなり冷え込んで参りました。

突然季節が１ヶ月以上も進んでしまったよう

な感じです。皆様くれぐれもお身体に気をつ

けて年の瀬をお迎えください。

　先週末に超強力で大型の台風 30 号に直撃さ

れたフィリピン中部、特にレイテ島、サマー

ル島は甚大なる被害を被っています。ご存知

の通り、レイテ島は、太平洋戦争の際にマッ

カーサーが再上陸したところです。１万人以

上の方がお亡くなりになったという推定も現

地警察から出てきているようです。被災され

た方々には心よりお見舞いを申し上げる次第

です。地区の国際奉仕からも近々寄付の依頼

がくるかもしれません。

　本日は、神奈川東 RC より小池様がご来訪頂

き、卓話をいただけます。宜しくお願い致し

ます。

○地区関係

１）11 月 15 日㈮クラブ奉仕委員長会議が開

催されます。新川さん宜しくお願いします。

また、同日夜に会長幹事会が予定されていま

すので、会長幹事で出席して参ります。

２）米山奨学生・学友年末パーティーの案内

が来ております。11 月 24 日㈰ 18 時よりキャ

メロットジャパンで開催されます。申込締め

切りは 11 月 18 日ですのでご興味のある方は

福村幹事までお申し付け下さい。

３）２月 15 日～ 16 日の RYLA 開催案内、テー

マ「災害時のリーダーシップ」を先週の例会

本日の出席率　89.29％

本日の出席数    25 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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で回覧致しましたが、いかがでしょうか？締

め切りは 11 月 29 日ですので、宜しくお願い

します。

４）R 財団セミナーが 11 月 25 日㈪に開催さ

れます。新川さんと私が出席予定です。

○クラブ関係

１）選考委員会より次年度理事候補者のご報

告を頂きましたので、張り出します。

　12 月 4 日㈬の会員総会にてご承認頂く予定

です。

２）12 月 14 日㈯は、クリスマス移動例会と

なります。その為、12 月 11 日㈬の当例会場

での例会はありません。

　たまたまその 11 日に岩沼 RC が被災地の幼

稚園の児童達にプレゼントを配るので、当ク

ラブよりも数名が参加し、一緒にプレゼント

を配ってくる予定です。

３）国際親善奨学生としてフィンランド留学

中の島田彩子さんレポートを先週例会時に回

覧しましたが、来月後半一時帰国され、18 日

か 25 日の例会時にご報告頂けることになりそ

うです。調整付き次第、報告致します。

４）ラグビー早明戦（国立競技場）12 月 1 日

㈰ 14 時を一緒に観にいきませんか？ご興味の

ある方は、今月中に安藤公一までご連絡下さ

い。

　バックスタンド A 指定席￥2,500 を押さえ

ています。あと３枚ほど余裕があります。

　試合終了後ユーミン ( 松任谷由美 ) がノー

サイドを歌いに来ることが決まりました。

５）11 月７日㈭に開催された AKS 会ゴルフコ

ンペご参加の皆様、午前中は雨の中お疲れ様

でした。

　幹事を務められた安藤達雄会員、ご苦労様

でした。12 月 10 日は当クラブ単独のコンペ

を大厚木 CC で開催予定です

■幹事報告
例会変更のお知らせ

○横浜保土ヶ谷ロータリークラ

日時　11 月 26 日㈫夜間移動例会

　　　点鐘 18:00

      例会終了後　新会員歓迎会

場所　あいちや　℡ 045-311-2528

○横浜緑ロータリークラブ

日時　11 月 20 日㈬移動例会　点鐘 9:20

　　　神奈川県 RC 野球大会主管

場所　富士通厚木総合グランド

＊雨天の場合

場所　青葉台「希」点鐘 18:30

11/20 雨天の場合、11/27 に変更

その際は別途ご案内申し上げます

○横浜港北ロータリークラブ

日時　12 月 19 日㈭夜間例会　

　　　年末家族懇親会　点鐘 18:30

日時　12 月 26 日㈭休会　

日時　１月２日㈭休会　　　　　　　　　　

日時　１月９日㈭通常例会　点鐘 12:30

○大和ロータリークラブ

日時　12 月 10 日㈫→８日㈰

　　　３クラブ合同例会

　　　交通事故簿記滅大作戦

日時　12 月 17 日㈫→ 15 日㈰

　　　クリスマス家族例会

日時　12 月 31 日㈫休会

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／小池様、ようこそお出で頂きま

した。卓話宜しくお願い致します。

福村　　正／小池パスト会長をおむかえして。

安藤　達雄／小池さん、本日はお忙しいとこ

ろ卓話にきて頂きありがとうございます。

兵藤　哲夫／獣医師、小池将夫先生をお迎え

して。卓話ありがとうございます。

増田嘉一郎／小池将夫様、突然の卓話をお願

いしたにもかかわらず、お引受けいただきあ

りがとうございます。楽しみにしています。

五十嵐　正／小池様、本日はお忙しい中あり

がとうございます。卓話たのしみにしており

ます。
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岡田　清七／小池将夫パスト会長、旭 RC によ

うこそ。

吉原　則光／小池様、ご多用のところおいで

いただき有り難うございます。卓話楽しみで

す。よろしくお願いします。

後藤　英則／小池様ようこそ。本日の卓話、

楽し味にしています。

北澤　正浩／小池様、卓話楽しみにしており

ます。よろしくお願い致します。

佐藤　真吾／小池様、本日はようこそお越し

下さいました。卓話よろしくお願い致します。

齋藤　善孝／結婚式出席の為、11/6 ～ 11/11

までインドネシアのスラバヤへ家内と一緒に

行って来ました。現地の気温は 32 度、日本の

真夏と同じで非常に暑かったです。

■卓話「魚釣りの話」　　　　　
　　　　　　　神奈川東 P会長　小池　将夫

１）「魚」という字

　古くは「イオ」「ウオ」と読む。現在では「サ

カナ」と詠む事が多い。

　「サカナ」の語源は「酒菜」、食事で食べる

おかずを「菜」「ナ」と呼び、酒を飲むときに

食べるも物を「サカナ」「肴」と呼んだ。

　酒席で添える「酒菜」の中で「魚」がおいしく、

多く使われたので「サカナ」といえば「魚」、

魚類の代名詞となった様です。

　また、魚も野菜も「ナ」と呼び、食膳に用

いるおいしい魚を「真魚」「マナ」と呼び、魚

　
　

　
　

　
　

　　　　
を料理する板を「真魚板」「マナイタ」と呼ぶ

ようになりました。

２）「魚釣り」の効用

　外国産・養殖物の多いい現在、新鮮な天然

物の「魚」を思う存分食べるには、食べる事

を想像しながら自らの手で魚を釣るのが得策。

　しかし、同じ思いの人は全国で 5,300 万人

もいます。ちなみに遊漁人口 1 位島根県、２

位熊本県…39 位神奈川県…最下位東京です。

　神奈川県の遊漁船は 812 隻、東京湾内は

415 隻、その内マダイを釣らせるのは 52 隻（職

業兼用船をのぞく）、マダイの釣り人口は 12

万人です。

３）栽培漁業（稚魚放流）

　魚を採るのは職業船・定置網漁法もあり、

魚資源の枯渇の心配からマダイ・ヒラメ・マ

コガレイ・クロダイ・カサゴ・メバル・アワビ・

サザエ等の稚魚・稚貝の放流しています。

　神奈川県で捕獲されているマダイの 25 ～

47％が放流マダイです。

４）天然マダイと放流マダイ（養殖）の識別法

　マダイの鼻の穴は、通常、左右に２つずつ

ありますが、放流の４割程度は鼻の穴が一つ

につながってしまっています。これを鼻腔隔

皮欠損といいます。

５）漁師になった釣り人

　魚釣りは、楽しみと実益を兼ねた趣味の世

界、釣り業界や遊漁船の「沢山釣る事は良い

こと」「沢山釣らせるため道具の開発」は資源

保護の観点からも如何なものでしょうか。

　現在の高価な道具と高い乗船料を払って

乗っていては…無理な話でしょうか。

■次週の卓話
　イニシエーションスピーチ
　　　　　鈴木　茂之会員
　　　　　二宮麻理子会員
　　　
  　　　　　　　　　　週報担当　今野　丁三
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