
クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」
～会員増強・新クラブ結成推進月間～第1845回例会

松波恒彦さん

原田敬生さん紹介

会長挨拶 平野好道会長

2018年8月23日（木）  曇り  第7回

　本日の会長挨拶ですが、今年から始まりま
した「誰かが話をします」シリーズ、今日は鈴
木さんからご指名を受けた松波さんです。よろ
しくお願いします。　　　　　　　　　　　

　皆様こんにちは。鈴木さんからご指名を受けました松波です。鈴
木さんはとても心温まるお話で、奥様と久しぶりに手をつないで散
歩をした、というお話でとてもうらやましいなと思いました。私もうち
の妻の話をします。獣医の女房として鏡のような妻で、話をする時に
はなんでも動物に関連づけて話します。5年に1度、狂犬病の証明書
を出せと言われます。何のことかと思われると思いますが、狂犬病は
1年に1回予防接種をして証明書を出します。私が怪しい空気を醸
しますと、双方の弟を保証人として証明書を出しなさいといわれ、過
去に5.6回提出しております。ここの所もそのような空気がでており
ます。先ほども申しましたが、獣医の女房と言うことで、タイガーウッ
ズが浮気をして騒動になったことがありましたが、妻とテレビでその
報道を見ていた時に私の顔を見ながら「あれはタイガーウッズ、あな
たはライオンマツさん」といわれました。会長から話は1～2分でと
言われておりますのでこの辺りで終わりにしますが、妻からのLINE
で入るのは「あなた、ハウス!」と入ります。次回の方ですが、岩田さん
を指名させていただきます。　　　　　　　　　　　　　　　　

花井芳太朗会場委員
「四つのテスト」　「それでこそロータリー」
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会員66名　出席45名  （出席計算人数47名）
8月9日は補填により94.4％出席率　84.9％

出席報告 星野一郎出席委員長

ニコボックス 星野一郎ニコボックス委員長

久しぶりに出席しましたので!
今月は妻の誕生月です。キレイなお花をありがとうございます。

岩田修司さん、先日は蓼科でゴルフにお誘い頂き有難うございました!
幸い好天に恵まれ爽やかな高原ゴルフを楽しませて貰いました。

今日は会長のかわりにお話を少しします。どんな話をするか、まだ決め
てません。
新会員今川君は三好C.Cの今年のクラブチャンピオンで、東海クラシッ
クもアマチュアで出場します。又、インタークラブの選手でもあります。

日曜日、三好カントリーで堀さんとラウンドしました。初めてグロスで勝
ちました。堀さんの調子が今一だっただけですが…ちなみに堀さんのス
コアは78でした。
鈴木淑久さん、昨日はありがとうございました。ニューヨーク出張の疲
れが出て腰を痛めて甲子園を断念します。残念です。
原田さん、今川さんが本日入会されます。萩原さん、イニシエーションス
ピーチ楽しみにしてます。

髙村　博三さん

加納　　裕さん

野﨑　洋二さん

松波　恒彦さん

泉　　憲一さん

関谷　俊征さん

鶴田　　浩さん

鈴木　淑久さん

・
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　原田さんは昭和33年9月23日生まれの59
才です。株式会社原田商店代表取締役で、会
社は一宮市大宮3丁目にございます。ゴルフが
お上手で、熱心に取り組んでいます。医療ガス
をメインに営んでおられます。とても真面目で
尊敬に値する方です。

　ただいまご紹介にあずかりました原田敬生ともうします。日頃お
世話になっております内田さん、堀さんにご紹介を頂きましてこの度
、名古屋瑞穂RCに入会をさせていただく運びとなりました。なにぶ
ん未熟でもございますし、多 ご々迷惑をお掛けすることもあるかと思
いますが、今後におきましては皆様のご指導を仰ぐばかりと思って
おります。何とぞ今後ともよろしくお願いします。

原田敬生さん
株式会社原田商店代表取締役
職業分類：高圧ガス製造販売

今川知也さん紹介
　今川さんは、株式会社日本電炉工業という電気
炉の設計、製造、販売を生業としております。会社
は上前津にございます。三好カントリークラブのメ
ンバーであり、昨年のクラブチャンピオンを獲得し
ております。10月の東海クラシックはプロに混じり
試合に出場します。皆様お時間ございましたら応援
に行きましょう。

　ただいまご紹介にあずかりました今川知也と申します。この度は三好カ
ントリークラブでお世話になっている泉さんと鈴木さんに推薦を頂いて入
会させていただくこととなりました。昭和47年生まれの46歳です。仕事も
3年前に引き継いだばかりで、悪戦苦闘しているところですが、色々皆様に
ご指導いただき、ロータリーの活動も積極的に参加させていただいて皆
様と交流してまいりたいと思っておりますので、よろしくお願い致します。

今川知也さん
株式会社日本電炉工業
職業分類：電気炉製造

新会員入会式

ポールハリスフェロー表彰
　西川徹也さんがポールハリ
スフェロー表彰をされ、平野
会長より記念品をを贈呈され
ました。



■次週の卓話

■今週の行事

■次々週卓話

ヒルトン名古屋 4階「桜の間」
18：00～20：00

：
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場 所
時 間

8月30日（木）　なごやか例会

9月6日（木）　

例会のご案内

米山奨学生　グエン・ティ・カリンさん卓 話 者：

9月13日（木）　
会社オーナーに朗報！自社株贈与の税
金が実質ゼロに !
株式会社国土工営　中小企業診断士
上甲覚さん

テ ー マ

卓 話 者

：

：

　

卓話

　皆さんこんにちは。本日はイニシエー
ションスピーチということでお時間を頂
きました。大変緊張しております。
　まずは自己紹介をさせていただきま
す。1959年に静岡県清水市で生まれま
した。小、中学は東京中野区の学校に通
い、高校は日大鶴ヶ丘高校、大学は城西
大学に通いました。現在59才です。28才
の時に結婚して2女をもうけました。35
才で独立、今年で24年になります。皆様
の会社と比べると小さな会社なのです
が、まぐろ屋をやっております。名古屋に店を出して20年以上になります
が、市場というのは非常に閉鎖されたところで、異業種の方と触れあうこと
の少ない20年間でした。しかし、店が熱田にあるということで、蓬莱軒の
鈴木淑久さんに出会い、宮宿会の活動を共にする中で意気投合し、親しく
させていただいておりました。2年前にこちらの名古屋瑞穂RCでマグロの
解体をさせて頂いた事もあり、楽しい思い出になりました。その頃から度々
鈴木さんから「名古屋瑞穂RCに入らないか」とお話を頂いていましたが、
私のような魚屋がRCに入会するのは場違いだとしか思いませんでしたの
で、お断りしていました。しかし、一番信頼できる友人の一人である鈴木さ
んにお誘い頂いた事、そして同じ宮宿会の花井さんも入会された事もあ
り、今年に入り入会させて頂こうと決心を致しました。3ヶ月ほど過ごさせ
て頂いておりますが、本当に素晴らしい会だと思っています。ルールという
よりもマナーを大事にしなければいけないのではないか、ということを学
んでいます。鈴木さんが入った時に、「ここは男を磨く最高の場所だよ」と
おっしゃっていましたが、本当にそうだと思います。皆さん年齢に関係な
く、私よりも年配あるいは若い方も格好良くて、自分も「いい男」になれるよ
うに頑張りたいと思います。
　マグロ屋を始めたきっかけをお話したいと思います。父は大変厳しい人
で、大学生の頃、何年かかってもいいから大学は卒業するように、といわれ
ました。ですが5年生の時に単位がまったく足りないことが分かり、母に相
談して学費を払うのをやめて貰いました。かなり怒られましたが、やめてし
まったものは仕方がないが仕事はどうするんだ？という話になりました。
当時、私は大学に行かずに遊び歩いており、仕事については真剣に考えて
いませんでした。すると父に「おまえはマグロ屋の仕事をやれ」と言われま
した。マグロ屋であれば静岡にいる親戚や知人から学びながらやることが
できると言われました。父は昭和30年～40年頃、清水がマグロの遠洋
漁業で活気があった頃に事業を拡大していきました。仕事を始めた当
時、父は知らされていなかったのですが、父は余命3年のガンに冒されてお
り、その3年間は父の元で学びたいと思い、東京から四日市へ行くことにし
ました。いざ仕事を始めてみると、社内に水産の先輩がいるわけではなく、
父が昔の知り合いを頼りに話をつけて売ってもらい、それをどこかへ売っ
てこい、という大雑把な話でした。どこに売ればいいのかというと、自分で
考えろという具合で、私は毎日市場に出向き、色々な人に買って貰えない
かと聞いて回っていました。ですが魚に関してはまったく知識がなく、目利
きのプロに対して売買を持ちかけたことは今考えてみると無謀なことだと

萩原孝則さん

新会員イニシエーションスピーチ

萩原さん、本日楽しみにしています。がんばって下さい。
萩原さん、昨日はごちそうさまでした。本日の卓話、がんばって下さい!

萩原さん、イニシエーションスピーチ楽しみにしています!!

萩原さん、スピーチたのしみにしています。
今日はIM実行委員会です。

安岡　克明さん

鈴木　　実さん

花井芳太朗さん
松田　浩孝さん
村上　　学さん

・
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・

・
・

 本日18:00より「どないやねん」にてございますので、参加者の皆様よろ
しくお願いします。台風の影響などもございますので、欠席をされる方は
ご連絡をお願い致します。あと、お店がとん焼き屋ですので、軽装で参加
をされるとにおいが付かずよいかと思います。

委員会・同好会報告
カラオケ同好会

次週8月30日(木)17：00より、長期ビジョン委員会を事務局にて行い
ます。
次週8月30日(木)17：00より、社会奉仕委員会をヒルトン名古屋4階
「桜の間」にて行います。
次週8月30日(木)18：00より、なごやか例会をヒルトン名古屋4階
「桜の間」にて行います。

幹事報告 鈴木淑久副幹事

・

・

・

思いますが、何人か優しい先輩に出会い、教えてもらいながら仕事を続け
ていきました。仕事自体は厳しいものでしたが、楽しくやっていました。ただ
父は口うるさく厳しかったので、車の中で愚痴をこぼしたのを覚えていま
す。そんな父も私が25歳の時、病には勝てず亡くなりました。父が残した会
社を兄と共に13年ほど経営しましたが、独立したいという思いもあり、35
才の時に独立をして今に至ります。
　私の話はさておきまして、マグロの話をしたいと思います。皆様の中には
ダイビングをされていて、マグロに詳しい方もいらっしゃると思います。私た
ちが扱っているマグロには5種類ございまして、本マグロ、ミナミ(インド)マ
グロ、バチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロです。どれがおいしくてど
れがおいしくないという事はなく、どのマグロもそれなりのものを選べばお
いしいものだと思います。本マグロは高級寿司店などがこぞって使うような
マグロですし、ミナミマグロも冷凍物が多い種類ですが、生のものよりも冷
凍した方がおいしくなると感じています。大衆的なマグロですと、バチマグ
ロやキハダマグロなどがありますが、どちらも旬の時期がくるとおいしくな
ります。ビンナガマグロはトンボマグロともいい、その中でもいいものは選
別をされ、刺身用として回転寿司店などでトロトンボとして提供されていま
す。次に漁法についてお話しします。一本釣りは沿岸漁業でよく見られる漁
法です。一本釣りと言いましても、地域によって釣り方は全く違います。テレ
ビなどで取り上げられるのはこの漁法です。ですが釣るのに時間がかかっ
たりしますと、マグロ特有の身焼けを起こしますので注意が必要です。次に
はえ縄漁ですが、船からえさをつけた枝縄のある縄を流します。短いもので
も津軽海峡辺りで10km、太平洋などの遠洋漁業ですと150kmぐらいを
一昼夜かけて流し、揚げるのに2日ほどかかります。この漁法は日本に昔か
らある方法で、持続可能な良い漁法だと評価されております。次に定置網
です。魚というのは網にあたると海の方へ逃げる習性があり、その習性を利
用して魚を追い込みます。最後に金庫網だけを引き上げます。そしてよく問
題になるのが巻き網漁です。ヘリコプターなどで魚群を探し、幼魚も成魚も
一網打尽にします。効率はいいのですが、問題なのは産卵する魚も幼魚も
一気に捕まえてしまうことです。この漁法の規制が日本では遅れていて、マ
グロに関しては漁業後進国だと思います。ヨーロッパでワシントン条約会
議があった時、ヨーロッパでは一斉にクロマグロの漁獲規制がなされまし
たが、漁獲枠は徐々に回復しました。インドマグロに関してもオーストラリ
アやニュージーランドで一斉に漁獲規制をして、その後漁獲量は回復し、
豊漁となっております。ですが日本だけは上手くいっておりません。
　次に魚の旬についてお話します。日本はまわりを海に囲まれ、なおかつ非
常に豊かな漁場ですので、1年中マグロを楽しめます。1月においしいマグ
ロは旬を迎えた津軽海峡のマグロです。そのマグロが時間をかけて南下
し、千葉や塩釜、伊豆七島、小笠原諸島まで泳いでいきます。他のマグロで
もとてもおいしいものがあります。それは宮崎の油津に水揚げされるキハ
ダマグロです。皆様ご存知のようにキハダマグロは赤身の魚で、トロは取れ
ません。ですが1月～2月ごろさしが入ってとてもおいしくなります。3月～4
月にかけては全国で水揚げがあります。5月頃には沖縄で200kgクラスの
ものが大量にあがります。夏～冬に向かう時期になりますと、マグロが北上
してきます。6～7月辺りでおこなわれるのは境港の巻き網漁です。スーパー
などでドリップが多く血栓の多いマグロが安く売られていますがそれらが
巻き網漁で捕れたマグロです。それをやめて、はえ縄や一本釣りで丁寧に
捕ることが出来れば本当にいい資源になるのですが、魚の処理が追いつか
ないほど大量に捕れますので、魚もおいしくはありません。9月～10月は塩
釜で捕れる三陸沖のバチマグロです。大間で捕れたまぐろはどのマグロで
も大間産ですが、塩釜のひがしものは限られた仲卸人がプライドをかけて
選んだものにだけタグがつけられます。12月にはマグロが津軽海峡に北上
して集まってきます。大間のマグロが築地市場で高値が付いたと話題にな
りますが、それは大間の漁師が大型のマグロを築地に出荷し続けた結果だ
と思います。このような天然マグロとの出会い、そのマグロをお客様に提供
するということで1年がすぐに過ぎていきます。とても楽しい仕事です。狭い
業界ですので世間知らずだと思いますが、是非ともこの名古屋瑞穂RCで
色々なことを学んでいきたいと思います。ご清聴ありがとうございました。
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