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本日　４月６日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「オリンピックレフェリーの流儀」

里見真理子 氏

次週　４月13日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「相手の心をつかむ話し方」

フリーアナウンサー 藤崎　靖啓 氏

第2525回　例会報告／令和４年３月23日　天候　曇
◇ロータリーソング
  「仰げば尊し」
◇お　客　様
　明神水産㈱・㈱明神丸 代表取締役社長
　　　森下　幸次 氏
　随行者　　亀谷領一、和田大樹　両氏
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。
　今期も後半、残り少な
くなってまいりました。
この辺で本年度の運営方

針である「親睦」について、少しお話したい
と思います。
　ロータリーの友に鈴木パストガバナーの
「ガイ・ガンディカーの考えるロータリーに
ついのガイ散策」というコラムがあり、毎回
楽しみに読ませていただいています。その中
で、ロータリーの親睦は、例会や地区大会、
国際大会、その他、各種会合を通じてフレン
ドシップ（親しい者同士の友情）からフェロ
ーシップ（志が同じ者同士の仲間意識）へ友
好を深めていくことが大切で、互いの仲間意
識と敬愛の念を深めている中で、奉仕の理想
を学び合い、奉仕の志を高め合いながら、滋
養に満ちた親睦という土壌を醸成していくも
のであり、ガイの考えは、あくまで親睦とい
う土壌はロータリーという苗木の成長のため
にあり、必要で重要だが目的ではない」とい

うものです。
　ガイが掲げている良き親睦をつくり出す七
つの項目は、アメリカ的ではありますが、
１．心のこもった握手。２．姓ではなく名前
で呼び合うこと。３．歌の合唱を行うこと。
４．その人らしいウィットやユーモアに富む
言動。５．会員間の思いやり、親切な行為。
６．議長、会員、招待者などに対する礼儀正
しさ。７．成熟した実業家たるロータリアン
にふさわしい振る舞いと思慮深さ。以上の７
項目ですが、２番目の姓ではなく名前で呼び
合うということについては、以前、沖パスト
会長が当クラブでは「ニックネームで呼び合
う」と置き換えてくださいました。
　そして、鈴木パストガバナーがあえて追加
し、強調したいもう一点は、これまでに出会
ったたくさんの信頼と尊敬に値する素晴らし
いロータリアンの共通点の８項目目は「意見
は言っても他人の悪口や陰口は決して言わな
いこと」だそうです。心したいものだと思い
ます。
　本日は、明神水産の森下さんの卓話です。
お楽しみに！
◇親睦委員会より
　来週の花見夜間例会でオークションを行い
ますが、品物の集まりがよくありません。ウ
クライナに寄付をしたいと思っていますので、
当日でもかまいません。品物の提供をよろし
くお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　その後すぐ、ひろめ市場への出店の話が
あって、会社から店長をしてみないかと言わ
れ店長になりました。ここから飲食がスター
トして、少しずつ店を増やしていく中で、今、
こういう立場で仕事ができるようになりまし
た。
　明神グループとして飲食に関してはひろめ
市場が初めてのことでしたので、今でこそ当
たり前の業務用の冷蔵庫とかガスとか、そん
なものすらありませんでした。僕自身も全く
初めてで何も分からず、いろんな人に話を聞
いて少しずつ進めてきました。僕は、漁師を
していたころ、自分が漁師であることに誇り
を持てなかった部分がありました。けれど、
飲食を始めて、お客さんに実際に鰹のタタキ
を提供するようになったとき、初めて漁師が
いなかったら、今のようなことは何もできな
いんだと感じました。そこからです。漁師を
もっと格好良く見せるお店がしたいとか、も
っと鰹を多くの人に食べてもらいたいという
思いが強くなってきました。
　当初は明神水産から来た鰹のタタキを切っ
て出すという店でした。３年ほどたって、も
っとおいしいタタキを出すには、お客さんの
オーダーを取って、その場で焼いて提供でき
たら、それが一番おいしいのではないかとい
うことで、今のひろめ市場のスタイルに変わ
りました。そうすると、だんだんお客さんが
増えて売上も上がり、現在の店舗展開に至り
ました。
　今は、コロナ禍でなかなか厳しいこともあ
って、東京の西新宿の店は閉めましたが、後
の店は何とかやっています。昨日でまん延防
止も解除になって、通常の営業ができるよう
になりましたが、元のように戻るには、まだ

まだ時間がかかると思います。2019年までは、
割合順調にいっていましたが、2020年になっ
て、居酒屋に行ってはいけないとか、外食は
駄目だみたいな、そんな外的要因で飲食関係
がここまで厳しくなるとは想定もしていませ
んでした。それまでは、毎年、新しい店を出
すのが楽しみでしたが、それが今は止まって
います。寂しいところもありますが、今年こ
そは少しずつ良くなると信じていますし、何
らかの形で、鰹のタタキを広めていこうと思
っています。
　僕が生まれた黒潮町の佐賀は、今は住む人
も少なく高齢者ばかりです。その中で明神水
産の加工部の事業は黒潮町佐賀になければい
けない。立地が悪い、都心から離れていると
しても、黒潮町佐賀でやるから意味があるの
だと思っています。さらに、タタキをつくる
ためには藁が必要です。その藁を取るために
米づくりを始めたり、藁を売ってもらうため
に、高齢者の方の田んぼの稲刈りを手伝った
り、地域の方たちとの交流もできました。
　明神グループは同族会社です。初代が立ち
上げて一生懸命やって、２代目も引き継いで
必死にやってきて、僕で３代目です。一族の
中で事業を継承するとなると、どうしても権
力争いやお金の問題等々、もめることもある
と思いますが、自分たち一族は何のために会
社を経営しているのか。お店に来るお客さん
に喜んでもらうのはもちろんですが、やはり
一緒に働く仲間、漁師の方や生産者の方の役
に立つということ。その軸から外れるのは違
うよねという、そういう理念を持って、いい
会社をつくっていこうという思いで進んでい
ます。

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために

◇委嘱状伝達
　東ＲＣ宛（奨学生の世話クラブ）
　奨学生　　田　甘霖（デン  カンリン）
　　　　　　（女性　中国）
　西内俊介会員（奨学生のカウンセラー）

◇幹　事　報　告
・来週の花見夜間例会は開催予定ですが、何
かあれば、早急に会長、理事会を通して皆
さまにご報告します。

　私は、明神水産の創業者である明神亀次の
娘の次男で、苗字は森下ですが、名前は、亀
次おじいさんの一字をもらって、幸次です。
亀次の息子である三郎さん、正一さんの２人
のおじさんともに優秀な船頭で、何回も日本
一になったことがあります。私は正一船頭の
船に17歳で初めて乗船して以来、20代はほと
んど正一船頭に教育されて過ごしました。船
に乗る前は面白いところもある伯父ですが、
実際船に乗ると、とても恐いおじさんでした。
船の世界は船頭が絶対的な存在で、船頭が右
と言えばどう考えても左だと思っても、それ
は右になってしまいます。
　私の三つ下の従兄弟が明神学です。彼は明
神三郎の次男で、よくテレビなどにも取り上
げられています。船頭としてはとても優秀で
すが、どちらかというとあまり漁師らしくあ
りません。お酒も飲みませんし、賭け事など
も全くしない、昔の漁師とはイメージが違い
ます。僕も何回か一緒にお酒を飲みに行きま
したが、そこでも彼はコーヒーを飲んでいま
す。それでも沖に出ると、常にトップクラス
の船頭です。
　森下靖は私の弟です。４年間一緒に船に乗
りましたが、彼は僕と違って体も大きいし、
リーダーシップもあり、漁師としては勝てな
いなと思い、僕は船を下りました。
　鰹の一本釣りは、鰹の魚群、土佐弁でいう
「なぶら」のところに行って、船の周り（散
水域）に水を撒いて、同時に餌も撒くことに

よって、鰹が餌の群れに遭遇したかのように、
視界に入るものすべてに噛みつきます。それ
を、カブラ（疑似餌）で釣り上げるもので、
1人が１匹ずつ釣るという原始的な漁です。
　船は港から出ると、まず餌場に行きます。
そこでイワシなどの生き餌を、バケツ200杯
ぐらい魚槽に入れて、沖の漁場に行って撒き
ます。一本釣りをして釣れれば港に入港して
水揚げ。これを年に70回ほど繰り返します。
ですから、時間との勝負で、いつもは港に入
って水と油だけを積んで、すぐに出港します。
明日の朝、出ようかということは年に10回あ
るかなしかです。
　高知の船は、取舵（左側）釣りの船です。
面舵の方から風が来るようにして、散水域を
取舵でかけて釣っていく漁法です。よく釣れ
るときは、コンベアがあるところ（どろま）
にみんなが並んで短い竿で効率良く釣ります
が、釣れなくなってくると、先（オモテ）の
方に集まって、長い竿に変えて釣ります。船
の中の船員たちの居住は、畳１枚ぐらいのス
ペースに小さいテレビと引き出しに必要な物
を入れておく程度で、ほぼ10ヵ月を過ごしま
す。
　明神水産の加工部の製造ラインは、鰹を並
べて下に藁を入れて熱を加えてタタキにしま
す。僕は漁師を辞めた年に１年だけ製造業の
ラインに入りました。しかし、漁師と違って、
半日から１日、同じ作業をするというのは僕
には向いていないと思い、１年で辞めました。

ビーチバレーボール国際審判員
（一社）日本ビーチバレーボール連盟 審判委員長
高知県ビーチバレーボール連盟 会長

•中平真理子　やっとコロナが落ち着いてき
ました。来週お花見例会ができるよう祈りま
す。森下さん、本日の卓話ありがとうござい
ました。
•西内俊介　森下さん、本日のスピーチあり
がとうございます。来週は花見夜間例会が無
事開催されますよう、心より祈っています。

•岡本淳一　森下社長、本日はお忙しい中、
卓話をいただきありがとうございました。明
神グループを知る良い機会となりました。
•鬼田知明　森下さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。明神丸さんができ
て以来、お世話になりありがとうございます。
東クラブへの入会もぜひとも検討ください
ね！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。長期欠席のお詫びも併せて。



◇ロータリーソング
  「仰げば尊し」
◇お　客　様
　明神水産㈱・㈱明神丸 代表取締役社長
　　　森下　幸次 氏
　随行者　　亀谷領一、和田大樹　両氏
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。
　今期も後半、残り少な
くなってまいりました。
この辺で本年度の運営方

針である「親睦」について、少しお話したい
と思います。
　ロータリーの友に鈴木パストガバナーの
「ガイ・ガンディカーの考えるロータリーに
ついのガイ散策」というコラムがあり、毎回
楽しみに読ませていただいています。その中
で、ロータリーの親睦は、例会や地区大会、
国際大会、その他、各種会合を通じてフレン
ドシップ（親しい者同士の友情）からフェロ
ーシップ（志が同じ者同士の仲間意識）へ友
好を深めていくことが大切で、互いの仲間意
識と敬愛の念を深めている中で、奉仕の理想
を学び合い、奉仕の志を高め合いながら、滋
養に満ちた親睦という土壌を醸成していくも
のであり、ガイの考えは、あくまで親睦とい
う土壌はロータリーという苗木の成長のため
にあり、必要で重要だが目的ではない」とい

うものです。
　ガイが掲げている良き親睦をつくり出す七
つの項目は、アメリカ的ではありますが、
１．心のこもった握手。２．姓ではなく名前
で呼び合うこと。３．歌の合唱を行うこと。
４．その人らしいウィットやユーモアに富む
言動。５．会員間の思いやり、親切な行為。
６．議長、会員、招待者などに対する礼儀正
しさ。７．成熟した実業家たるロータリアン
にふさわしい振る舞いと思慮深さ。以上の７
項目ですが、２番目の姓ではなく名前で呼び
合うということについては、以前、沖パスト
会長が当クラブでは「ニックネームで呼び合
う」と置き換えてくださいました。
　そして、鈴木パストガバナーがあえて追加
し、強調したいもう一点は、これまでに出会
ったたくさんの信頼と尊敬に値する素晴らし
いロータリアンの共通点の８項目目は「意見
は言っても他人の悪口や陰口は決して言わな
いこと」だそうです。心したいものだと思い
ます。
　本日は、明神水産の森下さんの卓話です。
お楽しみに！
◇親睦委員会より
　来週の花見夜間例会でオークションを行い
ますが、品物の集まりがよくありません。ウ
クライナに寄付をしたいと思っていますので、
当日でもかまいません。品物の提供をよろし
くお願いします。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　その後すぐ、ひろめ市場への出店の話が
あって、会社から店長をしてみないかと言わ
れ店長になりました。ここから飲食がスター
トして、少しずつ店を増やしていく中で、今、
こういう立場で仕事ができるようになりまし
た。
　明神グループとして飲食に関してはひろめ
市場が初めてのことでしたので、今でこそ当
たり前の業務用の冷蔵庫とかガスとか、そん
なものすらありませんでした。僕自身も全く
初めてで何も分からず、いろんな人に話を聞
いて少しずつ進めてきました。僕は、漁師を
していたころ、自分が漁師であることに誇り
を持てなかった部分がありました。けれど、
飲食を始めて、お客さんに実際に鰹のタタキ
を提供するようになったとき、初めて漁師が
いなかったら、今のようなことは何もできな
いんだと感じました。そこからです。漁師を
もっと格好良く見せるお店がしたいとか、も
っと鰹を多くの人に食べてもらいたいという
思いが強くなってきました。
　当初は明神水産から来た鰹のタタキを切っ
て出すという店でした。３年ほどたって、も
っとおいしいタタキを出すには、お客さんの
オーダーを取って、その場で焼いて提供でき
たら、それが一番おいしいのではないかとい
うことで、今のひろめ市場のスタイルに変わ
りました。そうすると、だんだんお客さんが
増えて売上も上がり、現在の店舗展開に至り
ました。
　今は、コロナ禍でなかなか厳しいこともあ
って、東京の西新宿の店は閉めましたが、後
の店は何とかやっています。昨日でまん延防
止も解除になって、通常の営業ができるよう
になりましたが、元のように戻るには、まだ

まだ時間がかかると思います。2019年までは、
割合順調にいっていましたが、2020年になっ
て、居酒屋に行ってはいけないとか、外食は
駄目だみたいな、そんな外的要因で飲食関係
がここまで厳しくなるとは想定もしていませ
んでした。それまでは、毎年、新しい店を出
すのが楽しみでしたが、それが今は止まって
います。寂しいところもありますが、今年こ
そは少しずつ良くなると信じていますし、何
らかの形で、鰹のタタキを広めていこうと思
っています。
　僕が生まれた黒潮町の佐賀は、今は住む人
も少なく高齢者ばかりです。その中で明神水
産の加工部の事業は黒潮町佐賀になければい
けない。立地が悪い、都心から離れていると
しても、黒潮町佐賀でやるから意味があるの
だと思っています。さらに、タタキをつくる
ためには藁が必要です。その藁を取るために
米づくりを始めたり、藁を売ってもらうため
に、高齢者の方の田んぼの稲刈りを手伝った
り、地域の方たちとの交流もできました。
　明神グループは同族会社です。初代が立ち
上げて一生懸命やって、２代目も引き継いで
必死にやってきて、僕で３代目です。一族の
中で事業を継承するとなると、どうしても権
力争いやお金の問題等々、もめることもある
と思いますが、自分たち一族は何のために会
社を経営しているのか。お店に来るお客さん
に喜んでもらうのはもちろんですが、やはり
一緒に働く仲間、漁師の方や生産者の方の役
に立つということ。その軸から外れるのは違
うよねという、そういう理念を持って、いい
会社をつくっていこうという思いで進んでい
ます。

◇委嘱状伝達
　東ＲＣ宛（奨学生の世話クラブ）
　奨学生　　田　甘霖（デン  カンリン）
　　　　　　（女性　中国）
　西内俊介会員（奨学生のカウンセラー）

◇幹　事　報　告
・来週の花見夜間例会は開催予定ですが、何
かあれば、早急に会長、理事会を通して皆
さまにご報告します。

　私は、明神水産の創業者である明神亀次の
娘の次男で、苗字は森下ですが、名前は、亀
次おじいさんの一字をもらって、幸次です。
亀次の息子である三郎さん、正一さんの２人
のおじさんともに優秀な船頭で、何回も日本
一になったことがあります。私は正一船頭の
船に17歳で初めて乗船して以来、20代はほと
んど正一船頭に教育されて過ごしました。船
に乗る前は面白いところもある伯父ですが、
実際船に乗ると、とても恐いおじさんでした。
船の世界は船頭が絶対的な存在で、船頭が右
と言えばどう考えても左だと思っても、それ
は右になってしまいます。
　私の三つ下の従兄弟が明神学です。彼は明
神三郎の次男で、よくテレビなどにも取り上
げられています。船頭としてはとても優秀で
すが、どちらかというとあまり漁師らしくあ
りません。お酒も飲みませんし、賭け事など
も全くしない、昔の漁師とはイメージが違い
ます。僕も何回か一緒にお酒を飲みに行きま
したが、そこでも彼はコーヒーを飲んでいま
す。それでも沖に出ると、常にトップクラス
の船頭です。
　森下靖は私の弟です。４年間一緒に船に乗
りましたが、彼は僕と違って体も大きいし、
リーダーシップもあり、漁師としては勝てな
いなと思い、僕は船を下りました。
　鰹の一本釣りは、鰹の魚群、土佐弁でいう
「なぶら」のところに行って、船の周り（散
水域）に水を撒いて、同時に餌も撒くことに

よって、鰹が餌の群れに遭遇したかのように、
視界に入るものすべてに噛みつきます。それ
を、カブラ（疑似餌）で釣り上げるもので、
1人が１匹ずつ釣るという原始的な漁です。
　船は港から出ると、まず餌場に行きます。
そこでイワシなどの生き餌を、バケツ200杯
ぐらい魚槽に入れて、沖の漁場に行って撒き
ます。一本釣りをして釣れれば港に入港して
水揚げ。これを年に70回ほど繰り返します。
ですから、時間との勝負で、いつもは港に入
って水と油だけを積んで、すぐに出港します。
明日の朝、出ようかということは年に10回あ
るかなしかです。
　高知の船は、取舵（左側）釣りの船です。
面舵の方から風が来るようにして、散水域を
取舵でかけて釣っていく漁法です。よく釣れ
るときは、コンベアがあるところ（どろま）
にみんなが並んで短い竿で効率良く釣ります
が、釣れなくなってくると、先（オモテ）の
方に集まって、長い竿に変えて釣ります。船
の中の船員たちの居住は、畳１枚ぐらいのス
ペースに小さいテレビと引き出しに必要な物
を入れておく程度で、ほぼ10ヵ月を過ごしま
す。
　明神水産の加工部の製造ラインは、鰹を並
べて下に藁を入れて熱を加えてタタキにしま
す。僕は漁師を辞めた年に１年だけ製造業の
ラインに入りました。しかし、漁師と違って、
半日から１日、同じ作業をするというのは僕
には向いていないと思い、１年で辞めました。

•中平真理子　やっとコロナが落ち着いてき
ました。来週お花見例会ができるよう祈りま
す。森下さん、本日の卓話ありがとうござい
ました。
•西内俊介　森下さん、本日のスピーチあり
がとうございます。来週は花見夜間例会が無
事開催されますよう、心より祈っています。

•岡本淳一　森下社長、本日はお忙しい中、
卓話をいただきありがとうございました。明
神グループを知る良い機会となりました。
•鬼田知明　森下さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。明神丸さんができ
て以来、お世話になりありがとうございます。
東クラブへの入会もぜひとも検討ください
ね！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。長期欠席のお詫びも併せて。

「鰹とともに生きる」

◇ゲストスピーチ 明神水産㈱・㈱明神丸 代表取締役社長  森下　幸次 氏



◇ロータリーソング
  「仰げば尊し」
◇お　客　様
　明神水産㈱・㈱明神丸 代表取締役社長
　　　森下　幸次 氏
　随行者　　亀谷領一、和田大樹　両氏
◇会　長　挨　拶

　皆さま、こんにちは。
お客様ようこそいらっし
ゃいました。
　今期も後半、残り少な
くなってまいりました。
この辺で本年度の運営方

針である「親睦」について、少しお話したい
と思います。
　ロータリーの友に鈴木パストガバナーの
「ガイ・ガンディカーの考えるロータリーに
ついのガイ散策」というコラムがあり、毎回
楽しみに読ませていただいています。その中
で、ロータリーの親睦は、例会や地区大会、
国際大会、その他、各種会合を通じてフレン
ドシップ（親しい者同士の友情）からフェロ
ーシップ（志が同じ者同士の仲間意識）へ友
好を深めていくことが大切で、互いの仲間意
識と敬愛の念を深めている中で、奉仕の理想
を学び合い、奉仕の志を高め合いながら、滋
養に満ちた親睦という土壌を醸成していくも
のであり、ガイの考えは、あくまで親睦とい
う土壌はロータリーという苗木の成長のため
にあり、必要で重要だが目的ではない」とい

うものです。
　ガイが掲げている良き親睦をつくり出す七
つの項目は、アメリカ的ではありますが、
１．心のこもった握手。２．姓ではなく名前
で呼び合うこと。３．歌の合唱を行うこと。
４．その人らしいウィットやユーモアに富む
言動。５．会員間の思いやり、親切な行為。
６．議長、会員、招待者などに対する礼儀正
しさ。７．成熟した実業家たるロータリアン
にふさわしい振る舞いと思慮深さ。以上の７
項目ですが、２番目の姓ではなく名前で呼び
合うということについては、以前、沖パスト
会長が当クラブでは「ニックネームで呼び合
う」と置き換えてくださいました。
　そして、鈴木パストガバナーがあえて追加
し、強調したいもう一点は、これまでに出会
ったたくさんの信頼と尊敬に値する素晴らし
いロータリアンの共通点の８項目目は「意見
は言っても他人の悪口や陰口は決して言わな
いこと」だそうです。心したいものだと思い
ます。
　本日は、明神水産の森下さんの卓話です。
お楽しみに！
◇親睦委員会より
　来週の花見夜間例会でオークションを行い
ますが、品物の集まりがよくありません。ウ
クライナに寄付をしたいと思っていますので、
当日でもかまいません。品物の提供をよろし
くお願いします。
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　その後すぐ、ひろめ市場への出店の話が
あって、会社から店長をしてみないかと言わ
れ店長になりました。ここから飲食がスター
トして、少しずつ店を増やしていく中で、今、
こういう立場で仕事ができるようになりまし
た。
　明神グループとして飲食に関してはひろめ
市場が初めてのことでしたので、今でこそ当
たり前の業務用の冷蔵庫とかガスとか、そん
なものすらありませんでした。僕自身も全く
初めてで何も分からず、いろんな人に話を聞
いて少しずつ進めてきました。僕は、漁師を
していたころ、自分が漁師であることに誇り
を持てなかった部分がありました。けれど、
飲食を始めて、お客さんに実際に鰹のタタキ
を提供するようになったとき、初めて漁師が
いなかったら、今のようなことは何もできな
いんだと感じました。そこからです。漁師を
もっと格好良く見せるお店がしたいとか、も
っと鰹を多くの人に食べてもらいたいという
思いが強くなってきました。
　当初は明神水産から来た鰹のタタキを切っ
て出すという店でした。３年ほどたって、も
っとおいしいタタキを出すには、お客さんの
オーダーを取って、その場で焼いて提供でき
たら、それが一番おいしいのではないかとい
うことで、今のひろめ市場のスタイルに変わ
りました。そうすると、だんだんお客さんが
増えて売上も上がり、現在の店舗展開に至り
ました。
　今は、コロナ禍でなかなか厳しいこともあ
って、東京の西新宿の店は閉めましたが、後
の店は何とかやっています。昨日でまん延防
止も解除になって、通常の営業ができるよう
になりましたが、元のように戻るには、まだ

まだ時間がかかると思います。2019年までは、
割合順調にいっていましたが、2020年になっ
て、居酒屋に行ってはいけないとか、外食は
駄目だみたいな、そんな外的要因で飲食関係
がここまで厳しくなるとは想定もしていませ
んでした。それまでは、毎年、新しい店を出
すのが楽しみでしたが、それが今は止まって
います。寂しいところもありますが、今年こ
そは少しずつ良くなると信じていますし、何
らかの形で、鰹のタタキを広めていこうと思
っています。
　僕が生まれた黒潮町の佐賀は、今は住む人
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産の加工部の事業は黒潮町佐賀になければい
けない。立地が悪い、都心から離れていると
しても、黒潮町佐賀でやるから意味があるの
だと思っています。さらに、タタキをつくる
ためには藁が必要です。その藁を取るために
米づくりを始めたり、藁を売ってもらうため
に、高齢者の方の田んぼの稲刈りを手伝った
り、地域の方たちとの交流もできました。
　明神グループは同族会社です。初代が立ち
上げて一生懸命やって、２代目も引き継いで
必死にやってきて、僕で３代目です。一族の
中で事業を継承するとなると、どうしても権
力争いやお金の問題等々、もめることもある
と思いますが、自分たち一族は何のために会
社を経営しているのか。お店に来るお客さん
に喜んでもらうのはもちろんですが、やはり
一緒に働く仲間、漁師の方や生産者の方の役
に立つということ。その軸から外れるのは違
うよねという、そういう理念を持って、いい
会社をつくっていこうという思いで進んでい
ます。

◇委嘱状伝達
　東ＲＣ宛（奨学生の世話クラブ）
　奨学生　　田　甘霖（デン  カンリン）
　　　　　　（女性　中国）
　西内俊介会員（奨学生のカウンセラー）

◇幹　事　報　告
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「なぶら」のところに行って、船の周り（散
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よって、鰹が餌の群れに遭遇したかのように、
視界に入るものすべてに噛みつきます。それ
を、カブラ（疑似餌）で釣り上げるもので、
1人が１匹ずつ釣るという原始的な漁です。
　船は港から出ると、まず餌場に行きます。
そこでイワシなどの生き餌を、バケツ200杯
ぐらい魚槽に入れて、沖の漁場に行って撒き
ます。一本釣りをして釣れれば港に入港して
水揚げ。これを年に70回ほど繰り返します。
ですから、時間との勝負で、いつもは港に入
って水と油だけを積んで、すぐに出港します。
明日の朝、出ようかということは年に10回あ
るかなしかです。
　高知の船は、取舵（左側）釣りの船です。
面舵の方から風が来るようにして、散水域を
取舵でかけて釣っていく漁法です。よく釣れ
るときは、コンベアがあるところ（どろま）
にみんなが並んで短い竿で効率良く釣ります
が、釣れなくなってくると、先（オモテ）の
方に集まって、長い竿に変えて釣ります。船
の中の船員たちの居住は、畳１枚ぐらいのス
ペースに小さいテレビと引き出しに必要な物
を入れておく程度で、ほぼ10ヵ月を過ごしま
す。
　明神水産の加工部の製造ラインは、鰹を並
べて下に藁を入れて熱を加えてタタキにしま
す。僕は漁師を辞めた年に１年だけ製造業の
ラインに入りました。しかし、漁師と違って、
半日から１日、同じ作業をするというのは僕
には向いていないと思い、１年で辞めました。

•中平真理子　やっとコロナが落ち着いてき
ました。来週お花見例会ができるよう祈りま
す。森下さん、本日の卓話ありがとうござい
ました。
•西内俊介　森下さん、本日のスピーチあり
がとうございます。来週は花見夜間例会が無
事開催されますよう、心より祈っています。

•岡本淳一　森下社長、本日はお忙しい中、
卓話をいただきありがとうございました。明
神グループを知る良い機会となりました。
•鬼田知明　森下さん、本日は卓話いただき
ありがとうございました。明神丸さんができ
て以来、お世話になりありがとうございます。
東クラブへの入会もぜひとも検討ください
ね！
•沖　卓史　家内誕生日祝いありがとうござ
います。長期欠席のお詫びも併せて。



●会長／中平真理子　●幹事／西内俊介　●雑誌会報委員／佐野博三・水谷直人・西村美香
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
900,500円
13,500円
914,000円

8,222円
200円
8,422円

908,722円
13,700円
922,422円

チビニコ 合　計

３月23日
今期の累計
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■高知東ＲＣ当面の日程
４月13日㈬　定例理事会
　　　　　　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月27日㈬　役員会
５月４日㈬　休会（国民の祝日）
５月11日㈬　定例理事会
５月18日㈬　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　　　　　　　　　　　（未定）
５月25日㈬　役員会

■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ　　４月25日㈪　ロータリー休日
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　４月26日㈫　創立夜間例会
高知中央ＲＣ　４月28日㈭　休会
高知北ＲＣ　　５月２日㈪　休会
高知ロイヤルＲＣ
　　　　　　　５月17日㈫　ロータリー休日
高知西ＲＣ　　５月20日㈮　ロータリー休日
高知北ＲＣ　　５月23日㈪　ロータリー休日
高知南ＲＣ　　５月26日㈭　職場例会

● 出席率報告 ●

３月23日
３月９日

総数
－3 52
－6 53

出席
34
37

欠席
7
0

メイク
アップ HC出席率

65.38％
69.81％

出席率
85.71％
100％

8
10

高橋典子会員の社名とメールアドレスが変更になりました。
　新社名：三愛オブリカスタマーサービス株式会社
　新Mail： ntakahashi@san-ai-obbli.com

お知らせ
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