
第2008 回 例会  
2 月 4 日（木）雨／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　野菜ソムリエ　小川美樹子　氏　
「野菜の健康効果と必要性について」　　　

２．出　欠
　出席　32 名　　欠席　19 名
　出席率　69.57%　　ビジター　2 名
３．来訪者　（敬称略）
　金沢西ＲＣ　辻　　卓、　野中雅志
４．お誕生日祝い（敬称略）
　　　10 日　中川茂樹
　　　10 日　千原浩一
　　　29 日　山上公介
５．婚記念日祝い（敬称略）
　　　25 日　横井清治
　　　26 日　中村芳明
６．ニコニコボックス　
　辻君、屶網君

小川美樹子氏をお迎えして。お話、楽しみにしています。
また、辻ガバナー補佐をお迎えして。お忙しい中、ご訪問
有難うございます。

山上君　うるう年誕生日。やっと 14 歳になりました。もう、ヤンチャ
は致しません。

合計 6,000 円（累計 471,000 円）

第2009 回 例会  
2 月 18 日（木）晴れ／ 12：30 〜 13：30［松魚亭］

１．講　話
　夕日寺県民自然園　松 枝  章 氏
　「森林の恩恵」
２．出　欠
　出席　33 名　　欠席　18 名
　出席率　71.74%　　ビジター　2 名
３．来訪者（敬称略）
　　　金沢西ＲＣ　 澤田幸壮
　　　金沢南ＲＣ　 高木慎一朗
４．幹事報告
　・例会終了後、２月定例理事会開催
５．ニコニコボックス
　辻君、屶網君

松枝氏を講師にお迎えして、お話を楽しみにしています。
　畠　君　松枝先生の話を楽しみにしています。

東芝と清原の再建を願って。
合計 3,000 円（累計 474,000 円）

第2010 回 例会　夜間例会
2 月 25 日（木）雪／ 18：30 〜 20：30［松魚亭］

１．例　会
ロータリーソング「我らの生業」
開会の挨拶　　　　辻会長　　　　　　　
論語の素読　　　　　　　　　　
ニコボックスの披露
乾　杯　　　　　　大村会員

歓　談
閉会の挨拶　　松本会長エレクト
手に手つないで

２．出　欠
　出　席　22 名　　欠席　29 名
　出席率　47.83%
３．ニコニコボックス
　辻君、屶網君

本日は、年に一度の（ご家族同伴じゃない）夜間例会です。
楽しみましょう。

合計 2,000 円（累計 476,000 円）

■ 2 月クラブ日誌
● 18 日（木） 2 月定例理事会　　松魚亭にて

● 25 日（木） 夜間例会　　　　　松魚亭にて

理事会報告  
1 月 14 日（木）／ 出席者　15 名

◆審議事項
　①第 2000 回記念例会決算報告
　　承認
　②年忘れ会決算報告
　　承認
◆その他
　①昨年秋の叙勲において、旭日双光章　森　大君より頂いたご寄付

を森基金として、いったん定期預金にてお預かりする。

理事会報告  
2 月 18 日（木）／ 出席者　15 名

◆審議事項
　①京都洛北・金沢北ＲＣ合同お花見夜間例会

4 月 7 日（木）18 時 30 分より松魚亭にて八尾「おわら道場」の
皆様方による、唄、囃子、踊りを披露して頂く。

　　会費　会員　12,000 円　　ご夫人　10,000 円
　②その他
　　・台湾南部地震お見舞金の件

本日の例会において、33,000 円の募金を頂いたので、目標額の
51,000 円の不足分は義援金基金より拠出する。

　　・次年度地区委員
　　　米山奨学会委員→吉井会員
　　　雑誌委員　→　松田会員
◆その他
　・中国文化研修会（麻雀同好会）発足のお知らせ

■ 講話予定
● 3 月 31 日（木）社会保険労務士　新座鉄也氏
● 4 月　7 日（木）京都洛北 RC 合同お花見夜間例会　松魚亭にて
● 4 月 14 日（木）金沢星稜大学　宋涛（そう とう）氏
● 4 月 21 日（木）金沢百万石 RC　吉田昭生君
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初釣り釣行
会　員　中村　芳明

タイ王国にて感じた事
会　員　小泉　幸雄

　この１年半自分がタイ王国へ行って見て、感
じた事を少し書いて見ました。あくまで個人の
所感ですので、笑ってお読みください。
　まず思考方式の違いが非常に大きく、最初
は戸惑いました。日本では、リスク管理が民族
の根本としてあります。日本は地震あり、災害
有り、火山有り、とDNAの中に、自分では
解決出来ないリスクに対する普段からの準備、
また社会での助け合いの互助精神が刷り込ま
れています。プラス、仏教の教えが無意識に
備わっています。しかしタイ王国に関しては、
基本大きな災害は考えられません。洪水等は
頻発しますが、彼らにとっては日常茶飯時で、
災害とは大きく受け止めていません。同時に仏
教国でもあります。
　日本人は上記の理由から、絶えず日常から
危機意識を常備し生活をします。そのために
蟻のように働き、蓄えを行い、民族としての運
命共同体社会を築いています。また将来の不
安はより一層村八分を恐れての集団行動をとり
ます。
　しかしタイ王国では社会リスクを感じません
ので、マイペンライ（大丈夫）の意識とその
日暮らしで生きていける大らかさ（？）がありま
す。日本のような危機意識は、非常に薄いです。
温暖な気候も、関係しているのかも知れません。

　今年は、暖冬と思いきや急に寒波がやっ
てきて寒暖の差が激しく、海の状況も釣り
ができる日になかなか巡り合えないでいまし
た。ようやく、２月１２日に初釣りと大場会
員と行ってきました。釣りは自然が相手で
釣れるか釣れないかは、季節・時間・天候・
波・潮の流れで左右されます。釣り好きの
私は、日頃から情報を調べていて、この日
が行けると踏んでいました。明日は絶好の
釣り日和だと思っていたら、ナイスタイミン
グで大場さんからお誘い電話が入りまし
た。平日なので仕事が気になりましたが、
初釣りの方を優先し早速釣りの準備と行
動開始。この時期に釣れる魚種の主はメ
バル（茶バチメ）でサビキ仕掛け、あわ
よくば寒ヒラメ・ガンド・アイナメが釣れれ
ばとタイラバとジギング仕掛けを用意し明
日に期待。
　当日は予想どおりの好天気、波も穏やかで
風もなし、ただ寒い朝でした。朝８時に滝漁
港マリーナで大場さんと合流し出船。初めは
食い渋りぽつぽつとメバルが釣れる程度でした
が、場所を替えながらポイント移動して釣れ始
め、釣果は二人でハチメ40 匹アジ 10 匹カ
サゴ数匹小さいアイナメ1 匹でした。初釣り
でこれだけ釣れれば、坊主の時もあるので充
分でした。昼頃には気温も上がり、また、立
山と白山もきれいに見え、楽しい釣りのひと時
を過ごしました。

　「釣れてくれた魚には感謝して美味しく
食べる」これが釣りの締めくくりであり楽し
みの一つです。我が家では、刺身担当が
私、家内が煮つけと焼き魚、子供たちは
食べるだけです。釣りたての魚を味わえる
のは釣り人の特権で、ハチメの２５㎝以上
は脂がのり白身でほんのり甘く美味でお酒
が進みました。
　今回は情報と感と経験がうまくかみ合っ
て釣れました。釣れるか釣れないかは、タ
イミングが８割で残り２割が腕なので、初心
者でも釣れることはよく有ります。道具は
此方で用意しますので興味を持たれた方
は、参加してみませんか。一緒に楽しみま
しょう。
　追記、３月５日に２回目の釣行に行ってま
いりました。前回同様に釣れ、スズキのお
まけもありました。そして、いつものように
美味しくいただきました。

ですから、キリギリスのようにその日を如何に楽
しく暮すかが重要です。しかし外敵に関して、
回りは地続きですから侵略の恐れがDNAにあ
ります。日本では薄いですね。
お互いの国歌からも伺われます。
　タイ王国国歌　日本語訳
わがタイ国はタイ人の血、タイ人の肉。
愛国心は全土にあまねく。国体は昔も今も
ゆるぎない。
愛国の心はみな一つに結集。わがタイは
平和の国。平和を望み。
だが闘いの時はひるまない。独立はどんな
力にもゆるがない。
血の一滴までも国のため、国を支え、勝
利をめざして。

　日本国国歌
君が代は
（完璧に成長した男女が時代を超えて）
千代に八千代に
（永遠に千年も万年も、生まれ変わってもなお）
さざれ石の巌となりて
（結集し協力し合い、団結して）
苔のむすまで
（固い絆と信頼で結びついていこう）

お互いのアイデンティが出ています。
時間あれば、第二段書きます。
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初釣りの釣果


