
釣同好会　釣行記

　『いや～！ほんと！前回の鹿島沖のヤリイカはパラ

ソル級が面白いほどに釣れましたね。身も厚く食味

も最高で“ヤリイカ釣”ってこんなにも楽しくて美味

しいものかと感慨一入でした。』　

…そんな同好会メンバーの思いを感じてか、石高名

人が次に選んだポイントは、千葉県勝浦沖の“寒サバ

＆ヤリイカ”の豪華リレーです。

　春を感じさせる穏やかな空気に包まれた釣行前

日、誰もがそんな暖かい日和を期待しましたが“然う

は問屋が卸さない”。当日は寒風吹きすさぶ真冬に

戻ったような天候。風も強くウネリも高い（泣）それで

も釣り人はアイスボックス一杯の釣果を夢見ていざ

沖の人に！このウネリの中では、またもやマーライオ

ンに変身かと

思いましたが、

寒サバの入れ

食いに遭遇し、

変身する暇も

なくプチライオ

ン程度で済み

ました（笑）

各 々の 釣 果

は！？参加者全員、寒サバは思う存分に釣れたと思い

ます( 艸́` )本命のヤリイカは…？ご想像にお任せし

ま～す！

　段々気候も春めいてきました！楽しい釣行請け合

いですので奮ってご参加下さい！　　　　（伊藤）

会員
卓話「自分の人生観について」

古木 通夫

「寒サバ！ヤリイカ！豪華リレーの筈でしたが…」
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例会日 欠席者名会員数 出席 出席％ 欠席

今
後
の
情
報

日　付 時　間 回　数 プログラム内容
３月 １３日（火）

３月 ２０日（火）

３月 ２７日（火）

４月   １日（日）

５６年記念例会（夜間例会）「清風荘」

休会（祝日週の為）

第１０回定例理事会、卓話

家族会「お花見」

２６２５

２６２６

２６２７

１２：３０

１８：３０

籾山・本田

籾山・石高・本田・田辺

前々回

前　回

本　日

３１（１０）

３１（１０）

３１（１０）

２月 ２０日（火）

２月 ２７日（火）

３月   ６日（火）

2

4

93.1

88.67

27

26

幹事報告

　皆様のあまり知らない話 第４

弾。キャンバス（英語:canvas）と

は、帆布であり、油絵具やアクリ

ル絵具を用いて描かれます。

　キャンバスは主に麻で作られ

ています。枠に張られるか、木の

板か厚紙に接着される。

　１６８５年、キャンバスはそれまでの板絵に徐々

に取って代わり、油彩の支持体として最も普及した

ものとなった。キャンバスに描かれた油絵として最

も古い作品の１つは、１４１０年ごろにフランスで描

かれ、現在ベルリンの絵画館に所蔵されている

『マドンナと天使たち』である。しかしながら、板

絵もイタリアでは１６世紀、北欧では１７世紀まで

存続していた。

　画家アンドレア・マンテーニャやヴェネツィアの

芸術家たちがキャンバスへの移行を引き起こした

代表的な存在である。伝承によると、ヴェネツィア

のような湿潤な気候では木は傷みやすいので、画

家たちは船用の帆布を用いるようになったといわ

れる。ヴェネツィアの帆布＝キャンバスは簡単に入

手でき、品質も優れていると考えられていた。

森川　良三　幹事

本日 ￥１８,０００  累計 ￥４３３,５００

◆古川毅会員／明日が誕生日になります。７７歳になる

と喜寿です。「年寄り扱いするな」という意味だそうで

す。枯れつつあります。年は取りたくないですね。決して

おめでたくありません。

◆古木通夫会員／つまらない僕の話より、寝てて下さ

い。

◆増正之会員／１．途中退席します。申し訳ありません。

◆石井規子会員／やっと春らしい季節がきた様な気が

しますね。めずらしく早く来たのでスマイルします。

◆戸張美穂会員／少し春の気配も感じられる今日この

頃、皆さまのお元気なお顔を拝見しますと元気になりま

武田　茂　会長

第262３回　2018年２月27日（火）
司　　会 ／三浦　高義　会員
Ｓ.　　Ｌ.　 ／戸張  美穂　会員
斉　　唱 ／「それでこそロータリー」
ゲ ス　ト ／ナシ
ビジター／ナシ

会長の時間

委員会報告

スマイルボックス報告

相原委員

・台北市特殊教育学校から感

謝状が届きましたので回覧しま

す。

・例会終了後、定例理事会があ

ります。

・３月のロータリーレート １０８円

・３月２０日（火）は祝日週の為、

休会となります。

【ポスティング】

・次第

・週報

・２０１８－１９委員会一覧

【回覧】

・ロータリー手帳希望者確認

・夜間例会（3/13）出欠確認

・台北市特殊教育学校からの感謝状

・第５２回　神奈川県ロータリアン親睦テニス会の

ご案内

　F（Figure・人物）、P（Paysage・風景）、M

（Marine・海景）、S（Square・正方形）という規格

があるキャンバスには日本サイズ・フランスサイズ・

アメリカサイズというのが主にあり、なぜ日本サイズ

ができたかと言うと、明治の頃、日本は尺貫法、そし

てフランスからセンチメートルが入り、そのままセン

チを四捨五入をして日本サイズが生まれましたが、

後そのままセンチメートルに直したので、フランスサ

イズと日本サイズが生まれることになり、現在はそ

れが定着しています。

　２０１８年７回目の年男になり

ました。犬の遠吠えと思って聴いてください。

　先日電車の電光盤広告を見ていると、「あなた

は暮らしに困らない生活費が毎月振り込まれてき

たら、働きますか？働く気が起きないでしょうか？」

という問いかけがありました。生きることに密接に

関係しております。生きるためには呼吸したり、食事

をしたりすることが不可欠です。何のために行き続

けるか子供のころから考え続けておりました。子供

のころは生き続けることは廻りに非常に左右される

と思います。私は小さいころから赤面恐怖症でし

た。人前で赤面しないにはどうしたらよいか、とても

悩んでいました。

　小学校は北大和小学校を卒業しました。１学

年２２人の小さな学校でした。とても目立つ児童

でした。当時小学校２年生で行なったアチーブメ

ントテストの結果が良く、１７歳の知能がありま

すと皆の前で通知されました。先生からチヤホ

ヤされ、友だちにはやっかまれ、下校時に石を投

げられました。そのことからどうやって逃れる

か、考えておりました。そのように世間と付き合

うことにとても苦痛を感じておりました。

　就職は最近新聞でお騒がせしている東芝に入

社しました。人事担当には（付き合いが嫌いなの

で）営業部には配属しないようにお願いしておりま

した。事業部２８００人の中新入社員５０名が１０箇

所の工場研修の末に配属先が決まってゆきまし

た。私は無線営業部の配属になりました。私は配

属式の中で最後に１人だけ質問の手をあげ意見し

ました。「人前で話すのが苦手な赤面恐怖症の私

は営業はやりたくありませんので部署を変更してく

ださい。できないのであれば退社させていただきま

す。」と言いました。すると工場長が「古木君、今皆

の前で堂々 と話をしたじゃないか、営業部で求めて

いるのは君のような人材ですよ。」とおっしゃいまし

た。私は返す言葉がありませんでした。そのときか

ら自分が思ったことは人前で発言することが大切

だと思うようになりました。自分は少し生意気で難

しい人間と思われたみたいです。当時営業の原稿

を作成する仕事がありました。タイプ室のお局さん

は営業部の言うことをなかなかきいてくれませんで

した。１５：００に原稿を持ち込んでその日に仕上げ

るように上司から言われました。お局さんからは残

業しても他に仕事が詰まっておりできないといわれ

ました。その旨上司に返すと、絶対本日中に客先に

届けなければならないといわれ、どうしてもと粘っ

ていると、お局さんは自分でしぶしぶ仕上げてくれ

ました。次からは優先的にお局さんが仕上げてくれ

ました。仕事は粘ることが必要と言うことを覚えま

した。

　当時開発途上だった列車番号読み取り装置を

１人で国鉄の担当者に売り込み、入社４年目で売

り込みに成功し、「列番の古木」との異名を得ま

した。それに続き花形航空機の部署での談合に

まつわる偉業がありますが話が長くなるので今

度にいたします。

＜伊藤会員からの質問＞リニヤモーターカー建設

の談合記事についてコメントしてください

＜古木会員回答＞：実績がない会社が仕事を完了

できるという判断はできない。思うような結果が得

られなかった会社が内部告発したと思われます。

◆古川毅
　会長エレクト
ノミニ―会長報告
があります。委員会
一覧表をポスティン
グしました。確認さ
れるようよろしくお
願いします。

◆姉妹友好クラブ
／花岡正委員長
台北訪問の件

◆親睦委員会
戸張美穂
委員長
本日、例会後委
員会を開催致し
ます。

す。私も皆様に支えて頂き、２年の

皆出席を迎える事となりまして、

本当にありがとうございます。これ

からもよろしくお願い致します。

◆道岸唯一会員／在籍年数を記

念して。

◆伊藤健司会員／先般２１日に釣

り同好会で鴨川に行きました。釣果はまずまずでした

がお目当てのヤリイカはさっぱりでした。後日、宮東さん

からお手製のしめサバを頂きました。絶品でした。あり

がとうございました。

戸張ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ出席報告
小金沢委員長

建築しごと展案内
相原聰君

在籍年数・皆出席
祝い報告
小金沢委員長

４５年在籍道岸ＰＰ
おめでとうございます

２年皆出席戸張さん
よく頑張りました

会員お誕生祝い
古川毅君
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属式の中で最後に１人だけ質問の手をあげ意見し

ました。「人前で話すのが苦手な赤面恐怖症の私

は営業はやりたくありませんので部署を変更してく

ださい。できないのであれば退社させていただきま

す。」と言いました。すると工場長が「古木君、今皆

の前で堂々 と話をしたじゃないか、営業部で求めて

いるのは君のような人材ですよ。」とおっしゃいまし

た。私は返す言葉がありませんでした。そのときか

ら自分が思ったことは人前で発言することが大切

だと思うようになりました。自分は少し生意気で難

しい人間と思われたみたいです。当時営業の原稿

を作成する仕事がありました。タイプ室のお局さん

は営業部の言うことをなかなかきいてくれませんで

した。１５：００に原稿を持ち込んでその日に仕上げ

るように上司から言われました。お局さんからは残

業しても他に仕事が詰まっておりできないといわれ

ました。その旨上司に返すと、絶対本日中に客先に

届けなければならないといわれ、どうしてもと粘っ

ていると、お局さんは自分でしぶしぶ仕上げてくれ

ました。次からは優先的にお局さんが仕上げてくれ

ました。仕事は粘ることが必要と言うことを覚えま

した。

　当時開発途上だった列車番号読み取り装置を

１人で国鉄の担当者に売り込み、入社４年目で売

り込みに成功し、「列番の古木」との異名を得ま

した。それに続き花形航空機の部署での談合に

まつわる偉業がありますが話が長くなるので今

度にいたします。

＜伊藤会員からの質問＞リニヤモーターカー建設

の談合記事についてコメントしてください

＜古木会員回答＞：実績がない会社が仕事を完了

できるという判断はできない。思うような結果が得

られなかった会社が内部告発したと思われます。

◆古川毅
　会長エレクト
ノミニ―会長報告
があります。委員会
一覧表をポスティン
グしました。確認さ
れるようよろしくお
願いします。

◆姉妹友好クラブ
／花岡正委員長
台北訪問の件

◆親睦委員会
戸張美穂
委員長
本日、例会後委
員会を開催致し
ます。

す。私も皆様に支えて頂き、２年の

皆出席を迎える事となりまして、

本当にありがとうございます。これ

からもよろしくお願い致します。

◆道岸唯一会員／在籍年数を記

念して。

◆伊藤健司会員／先般２１日に釣

り同好会で鴨川に行きました。釣果はまずまずでした

がお目当てのヤリイカはさっぱりでした。後日、宮東さん

からお手製のしめサバを頂きました。絶品でした。あり

がとうございました。

戸張ソングリーダー 司会三浦ＳＡＡ出席報告
小金沢委員長

建築しごと展案内
相原聰君

在籍年数・皆出席
祝い報告
小金沢委員長

４５年在籍道岸ＰＰ
おめでとうございます

２年皆出席戸張さん
よく頑張りました

会員お誕生祝い
古川毅君


