
第第第第 1919191988889999 回例会回例会回例会回例会    

1111 月月月月 29292929 日日日日    №№№№22227777 

●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

私の趣味とする釣りは、小学校５年生頃から

始まったと思います。父親が海釣り・フナ釣り

をしていたことが影響していると思います。私

も湖と海釣りをします。 

      私の釣行する湖は津久井湖・相模湖でしたが、

最近は山中湖と西湖です。ワカザギはそれぞれ

の湖により特徴があり、より以上の釣果を伸ば

すためには、その湖に合った竿や仕掛けが違っ

てきます。 

      例えば、相模湖はタナ（泳層）が上下に広い

ため、仕掛けの長さも水面から底まで 10 ㍍位

になります。竿も長くなり、扱いが難しくなり

ます。山中湖はタナが底近くのため、普通のワ

カサギ釣りで特に難しいことはありませんが、 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                             

老沼 秀夫 

手返し良く釣ることが大事かと思います。また 

ワカサギは群れで移動するため、その群れを留 

めておくことも考える必要があります。同じ湖 

でも、その日によって群れの移動やタナが変わ 

ってくるので、それを早く知る必要があります。 

 西湖ではワカサギとヒメマスが主流です。ワ 

カサギは他の湖より型が大きく、骨も柔らかく、 

食べても美味しいです。こちらも他の湖同様に、 

底近くを攻める必要があります。 

 またヒメマス釣りも有名で、ワカサギよりか 

なり難しくなります。タナも群れにより深さが 

違うため、タナを違えた竿を 4～5 本出す必要 

があります。上から深さが 5 ㍍・10 ㍍・15 ㍍・ 

20 ㍍と攻めるタナが違ってきます。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 

 

魚の泳層を早く察知するため、魚群探知機をボ

ートに積んでいきます。それでも、なかなかヒッ

トしないのです。釣り上げて良い制限匹数が 30

匹と決まっているため、制限でもあり目標でもあ

ります。 

     7～8 年前に、西湖で絶滅魚「クニマス」が発見

されました。これを発見したのが、お馴染みの「サ

カナクン」でした。ヒメマスより黒色を帯びてい

て、私たちでは判りませんでした。70 年以上前に、

秋田県田沢湖より卵の状態で輸送し、孵化して、

生き延びたようです。 

 

 

 

 

 

 

 しかし何といっても、釣りは海釣りが一番です。

魚種も豊富ですし、釣り方も魚により全く違って

きます。「釣りの会」もあって、年間で 30～40 回 

ぐらい行っています。 

私が狙う魚は、白キス・アジ・サバ・真鯛・石

鯛・タチウオ・ワラサ・カツオ・マグロ等です。

また、タコ・ヤリイカ・アオリイカなども狙う時

があります。 

その中でも、白キスは竿・仕掛け・道具の全て

が繊細ですので面白いです。特に冬場のキスは形

も良く、数釣りのチャンスです。夏ギスも手軽に

狙えるので、人気のターゲットです。 

     真鯛釣りも一年を通して、狙うことができます

が、特に 3 月・4 月の乗込み真鯛は型を狙うチャ

ンスです。「乗込み」とは、産卵のために浅場に

入ってくる真鯛のことを言います。私も昨年は体

長 72 センチ、重さ 4.2 ㎏の真鯛を釣り上げまし

た。真鯛は魚の中でも非常に繊細で、ハリス（餌

の付いた糸）の長さも 10 ㍍と長く、針も比較的

小さい物を使います。また付ける餌（オキアミ）

は型のいい色のきれいな物から使っていきます。

竿も 3 ㍍と長く柔らかい竿を使い、魚の引きに耐

えられるようにします。 

     カツオ・マグロ釣りは力仕事です。漁期は 9 月

～10 月頃ですが、その年により早目、遅目があり、 

 

 

 

カツオは泳ぐスピードが速いのと、釣れた後も元 

気よく泳ぐので、取り込みが大変です。 

船上に上げたカツオは色がブルーで大変きれい 

です。食べても新鮮が一番の魚ですので、その日 

の内に食するのが一番です。 

マグロは私が釣る魚では一番難しく、体力がい 

る釣りです。時期的にはカツオと同じ頃です。マ 

グロは移動が速く、船は先回りしてマグロの群れ 

を待ちます。このマグロの移動を先読みして、船 

を移動させるのが船長の勘と腕の見せどころです。 

最近ではソナーを装備している船もあります。 

 竿もかなりしっかりした竿を使い、リールに巻 

いてある糸（みちいと）も太いです。針も太く、 

大きめで、エサのオキアミもしっかりした大きめ 

のものを使います。 

昨年もマグロが針掛かりし、何度も巻き上げて 

は引きずり出され、やっとあと 10 ㍍位のところ 

で、サメに狙われ、マグロの半分を噛み切られて 

しまいました。船長曰く「推定 27～28 ㎏あった 

のではないか」とのことでしたが、頭半分を持ち 

帰り、サメと分け合って食べました。 

 海も温暖化してきて、サメも多く、また南の方 

にいるはずの魚が釣れたりして、影響しているよ 

うです。 

  満 75 才となり、体力的にもきつい時があり 

ますが、釣りという趣味に情熱を持って、老いに 

は負けないように頑張りたいと思います。 

 

詩人 サミエル・ウルマン「青春」の一節より 

「年を重ねただけで人は老いない  

情熱を失ったときに初めて老いがくる」 

 

＜国際ロータリーミニ情報＞＜国際ロータリーミニ情報＞＜国際ロータリーミニ情報＞＜国際ロータリーミニ情報＞    

〇今後の国際大会 開催地と日程 

・２０１９年６月１日～５日 

 ドイツ・ハンブルグ 

・２０２０年６月６日～１０日 

 米国ハワイ州・ホノルル 

・２０２１年６月１２日～１６日 

 台湾・台北 

・２０２２年６月４日～８日 

 米国テキサス州・ヒューストン 

 



 

       

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・第３回マルチフェローピン・第３回マルチフェローピン・第３回マルチフェローピン・第３回マルチフェローピン    

                        川合川合川合川合    貞義会員、小野貞義会員、小野貞義会員、小野貞義会員、小野    孝会員孝会員孝会員孝会員    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・第２回マルチフェローピン・第２回マルチフェローピン・第２回マルチフェローピン・第２回マルチフェローピン    

                        丸子丸子丸子丸子    勝基会員、甲斐勝基会員、甲斐勝基会員、甲斐勝基会員、甲斐    美利会員美利会員美利会員美利会員    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ・ポールハリスフェロー感謝状と表彰ピン・ポールハリスフェロー感謝状と表彰ピン・ポールハリスフェロー感謝状と表彰ピン・ポールハリスフェロー感謝状と表彰ピン    

                        佐々木佐々木佐々木佐々木    敏尚会員敏尚会員敏尚会員敏尚会員    

      

 

 

 

 

 

（ＲＩマイロータリーより抜粋） 

次年度（次年度（次年度（次年度（2019201920192019～～～～20202020 年度年度年度年度））））国際ロータリーテーマ国際ロータリーテーマ国際ロータリーテーマ国際ロータリーテーマ    

マーク・ダニエル・マロ 

ーニーRI 会長エレクト(ジ 

ケーターRC・米国アラバマ 

州）は 2019 年 1 月 14 日 

米国カリフォルニア州サン 

ディエゴで開催中の次期 

ガバナーエレクトの研修 

行事である国際協議会で、 

2019‐20 年度会長テーマ 

““““ロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐロータリーは世界をつなぐ””””を発表しました。 

『ロータリーの礎は「つながり」です。若い弁護士とし 

てシカゴにやって来たポール・ハリスがロータリーを創 

設した最大の理由、それは見知らぬ街でほかの人たち 

と「つながる」ことでした。それから1世紀以上が経った 

今、私たちの周りには、ポール・ハリスの時代には想像 

もできなかったような友情とネットワークを築くための方 

法が数多く存在します。それでも、ロータリーにおける 

「つながり」は独特であり、ほかに類を見ません。 

国際ロータリーには、 

地域社会とつながり、職 

業のネットワークを広げ、 

強くて末永い関係構築 

ができる確固とした使命 

と構造があります。会員 

による数多くのプロジェクトやプログラム、ポリオ撲滅活 

動におけるロータリーのリーダーシップ、国連との協力 

などを通じ、私たちはグローバルコミュニティとつなが 

っています。私たちの奉仕活動は、同じ価値観を共有 

し、より良い世界のために行動したいと願う人びとの結 

びつきをもたらします。また、ロータリーがなければ出 

会うことがなかった人びと、共通の考えを持った人び 

と、私たちの支援を必要とする人びととつながり、世界 

中の地域社会で人生を変えるような活動を行うことを 

可能にしています。 

21世紀の新たな10年の始まりに、私たちはロータリ 

ーの未来を形作っています。2019-20年度、ロータリ 

ーは新しい戦略計画を実行に移し、規定審議会が採 

択した革新性に応え、より活性化された重点分野に 

おいて活動します。     （紙面上、以下は略にて） 

           

 

 

   

例会例会例会例会報告報告報告報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①米山終了学生 終了式・歓送会開催のご案内 

     下記にて開催致します。また当日、カウンセラ

ーの方々には感謝状をお贈りさせて頂きます

ので、欠席の場合には代理者のご手配をお願い

致します。 

     日時：2月 17 日（日）15 時～終了式 16 時～ 

歓送会  

場所：第一相澤ビル  

出席依頼者：カウンセラー、会長、米山奨学委

員長 登録締切：1月 29日 

②第９回インター・ローターアクト委員会／イン

ターアクトミーティングのご案内 

     提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

     日時：2 月 16 日（土）13:30～委員会 14:00

～ミーティング 場所：アイクロス湘南（辻堂

駅前） 登録締切：2 月 12 日 

 

２．ロータリー財団より、表彰バッジ・感謝状の

送付について 

〇川合 貞義会員、小野 孝会員－第３回マルチ 

プル・フェローピン 

    〇丸子 勝基会員、甲斐 美利会員－第２回マル

チプル・フェローピン 

    〇佐々木 敏尚会員－ポールハリス・フェローピ

ンと感謝状 

    

※下記２つの回覧をしております。出欠席のご記入を

お願い致します。詳細は回覧をご参照下さい。 

①台湾・台中文心ＲＣの訪問（会員有志による）  

１泊２日と２泊３日のスケジュールあり。 

②第５グループ親睦ゴルフコンペ（３月２６日） 
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・櫻内 康裕会員 ２００９年 1 月１３日 

 ・小崎 直利会員 ２０１５年 1 月１３日 

  

例会プログラム例会プログラム例会プログラム例会プログラム 

２月 ５日→２２２２日日日日（（（（土土土土））））移動例会移動例会移動例会移動例会「ＩＭ」「ＩＭ」「ＩＭ」「ＩＭ」    

                        式典 14:30～ 懇親会 17:00～ 

                        「「「「ラポールラポールラポールラポール千寿閣千寿閣千寿閣千寿閣」」」」にてにてにてにて    

        １２日卓話 大井 達会員 

     定例理事役員会    

例会記録例会記録例会記録例会記録 

点点点点        鐘鐘鐘鐘  １２時３０分 

場場場場        所所所所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司司司司        会会会会  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉斉斉斉        唱唱唱唱        「それでこそロータリー」 

ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー 大槻 実会員 

ゲストゲストゲストゲスト   張 珣さん（米山奨学生） 

出席報告出席報告出席報告出席報告 

    

    

    

    

    

    

●編●編●編●編    集集集集    親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会    

    委員長：委員長：委員長：委員長：伊倉伊倉伊倉伊倉    正光正光正光正光    副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎副委員長：小崎    直利直利直利直利    

    委員：川合委員：川合委員：川合委員：川合    貞義、田所貞義、田所貞義、田所貞義、田所        毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内毅、櫻内    康裕康裕康裕康裕    

                田後田後田後田後    隆二隆二隆二隆二、、、、中山中山中山中山    徹男、徹男、徹男、徹男、高本高本高本高本    昌敏昌敏昌敏昌敏    

横江横江横江横江    利夫利夫利夫利夫、、、、山之内山之内山之内山之内    洋、洋、洋、洋、河河河河野野野野        崇崇崇崇    

中村中村中村中村    勝彦勝彦勝彦勝彦、大槻、大槻、大槻、大槻    実実実実、、、、平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス平山クリフォードモーリス    

●●●●http://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanakahttp://sagamiharanaka----rcrcrcrc.jp.jp.jp.jp////    

会 員 出席（出席対象 31 名） 事前メイク者 
３８名 ２８名 １名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(1/15) 
６名 ８２．８６％ ８５．２９％ 


