
           

 

本日の例会（第１４９６回）     ５／１６（水） 

《出席奨励月間卓話》 

◆卓話紹介会員 出 席 委 員 会  委員長  横井  尚啓君 

◆スピーカー 気仙沼市青竜寺  住 職  工藤  霊龍様 

◆題    名 気仙沼市被災と復興 

次回の例会（第１４９７回）    ５／２３（水） 

◆卓話紹介会員 尾關實津成君 

◆スピーカー  ピアニスト  藤江  博子様 

                名フィルコンサートマスター  日比  浩一様 

                チェリスト  髙木  俊彰様 

◆題    名 ピアノトリオの楽しみ 

第１４９５回例会記録        ５／９（水）曇 

◆司    会 尾関  正一君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介  米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナさん 

◆来訪者紹介 名古屋錦RC 寺西  正君 

出 席 報 告 

会 員 数  38名  前々回訂正  1493回例会

欠席会員数  9 名  欠 席 会 員  7 名中

出席会員数  29名  MAKE UP  6 名

出 席 率  76.32％  出席率訂正  97.14％

会  長  挨  拶 

初鰹 

会  長  半泊  與則 

初夏、初鰹の季節です。初

鰹と言えば、目に青葉 山ほ

ととぎす 初鰹 の句が有名

です。山々の緑が光り輝き、

鳥が囀り、夕餉のお膳に初鰹のタタキ、いいですね。作者の山 

 

 

口素堂は江戸時代前期の俳人です。同時代の松尾芭蕉と出会い、

深川の芭蕉庵の近くに隠遁、門人としてではなく友人として親

しくしておりました。 

鰹は大きいものは 1ｍ、18Ｋｇにもなるそうですが、一般

には 50ｃｍぐらいが主流です。温帯から熱帯に広く分布しま

す。熱帯では通年、巻き網で漁獲されて冷凍され、最近ではタ

イに運ばれてツナ缶に加工されます。日本にも運ばれ鰹節やな

まり節に加工されます。なまり節は鰹をゆでた状態です｡これ

を燻製して乾して鰹節にします。日本へは黒潮に乗ってやって

来ます。春の3月、台湾から九州の南へ回遊、九州から四国を

通り、伊豆を経て宮城県金華山沖へ達し、再び南下します。日

本の近海に来ると一本釣りで釣られます。漁師は目を凝らして

鳥の群れを、海の色の違いを見つけます。生きた鰯を撒き、海

水を散水し、興奮状態にして次々と釣り上げます。針には返し

がありません。すぐにはずして次を釣るためです。時間との勝

負です。特大の鰹の群れに出会った場合、二人で釣り上げます。

各々一本づつさおを持ち、途中から糸が一本になる仕掛けで二

人で抜きあげます。二丁釣りと呼ぶそうです。釣ったばかりは

興奮して横縞が出ますが、死ぬと横縞は消え縦縞が現れます。

どちらが横縞でどちらが縦縞かお分かりでしょうか。鰹を頭を

上にして立てます。上から下に流れるのが縦縞、水平が横縞で

す。他の動物も同じです。人間と同じように頭を上にした状態

にして判断します。従って、シマウマは縦縞ではなく横縞です。

よこ縞なシマウマといいます。一本釣りのものは氷付けして港

に運ばれ、タタキや刺身になります。業界では高知県で初めて

揚がった鰹をもって初鰹と呼びます。秋に金華山沖から南下す

るものは戻り鰹といい脂が乗っています。 

江戸時代、江戸っ子は初鰹を珍重しました。鎌倉沖で釣られ

た初鰹が八丁櫓の快速船で江戸表に運ばれます。当時、この八

丁櫓の快速船が幕府によって許可されていたのは、土佐の室戸

の鯨取りとこの鎌倉だけでした。新鮮な鰹を江戸城へ運ぶため

です。この初鰹の時期、江戸の質屋は大忙しでした。江戸っ子
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は、女房子供を質に入れても初鰹を食べたからです。女性には

申し訳ありません。甲斐性なしの男では質草にもなりません。 

さて、芭蕉のことです。山口素堂の呼んだ、目には青葉 山

ほととぎす 初鰹 の句は当時初鰹を呼んでこの句を超える

ものはありませんでした。それほどまでに完璧でした。後に俳

聖と呼ばれることになる芭蕉、悔しくてたまりません。なんと

かこの句を超えるものが出来ないか、挑戦します。そして一句。

鎌倉を 生きて出でけむ 初鰹 これです。中世、鎌倉は武士

が戦いに明け暮れたところです。その戦乱の鎌倉を無事に生き

て出てきた初鰹、生きのいい新鮮な生きと死なずに生きて出て

きた生きを、かけました。この句があまり知られていないこと

を考えるとやはり素堂の勝ちということでしょう。1694 年

11 月、西行法師に憧れ、旅をこよなく愛した芭蕉は大阪で亡

くなりました。旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る 辞世の句

です。 

委 員 会 報 告 

・セントラル愛知交響楽団コンサートのご案内 

（親睦活動委員    伊藤  晋一） 

卓  話 

ウズベキスタンについて 

米山奨学生 

ラシドファ，カミラ アフマドジョノフナ さん 

基本情報 

ウズベキスタンはユーラシ

ア大陸の中央に位置しており、

面積は 44 万 7 千平方 km で

ある。国土の 80%はキジルクム砂漠で覆われており、あとは

非常に乾いた荒れ地が多く、まともに耕作できる地域は僅か

10%ほどしかない。アラル海に接しているが、旧ソ連時代に行

われた国土の風土に合わない綿花栽培のため、アラル海の面積

は急激に縮小している。 

公用語はウズベク語、首都はタシケント、水面積率 4.9%、

大統領 イスラム カリモフ、人口(2010年) 28,160,361 

輸出品は木綿や鉱産資源である。その内の有機鉱物の資源は

主に、天然ガス、亜炭、や原油である。金属鉱物資源はウラン、

金、銀や銅などである。 

宗教 

ウズベク人を初め多くの民族がイスラム教を信仰する。衣食

に関する戒律は緩やかだ。基本的に女性は頭髪や足首を隠さな

い。 

歴史 

ウズベキスタンの地域では、ユーラシア大陸の東西をむすぶ

シルクロードが活発な交流を生み、その波に乗る形で仏教や仏

教美術が花開いた。ウズベキスタンと日本は海、山、砂漠、大

草原によって数千キロも隔てられているが、歴史的にみると、

シルクロードによって結ばれていた。その代表的な例が仏教で

ある。仏教がウズベキスタンを経由して、中国へ伝播した。 

民族 

ウズベキスタンで古代から様々な民族が融合し、共存してき

たことから、ウズベキスタンを典型的多民族社会といえるだろ

う。 

ソ連時代になってからさらに、多民族社会の形成が大幅に促

進された。それに、スターリン政権時代に行われた民族強制移

住が大きく影響している。現在のウズベキスタンにおいて、ウ

ズベク人とともにタジク人、タタール人、朝鮮民族、ウイグル

人、アゼルバイジャン人、ウクライナ人、ベラルーシ人、ドイ

ツ人やアルメニア人なども住んでいる。 

誕 生 日 

5/21 木村  雅一君 

5/18  松岡  三明君ご夫人    5/25  尾関  正一君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

5/ 3  赤崎  守弘君     5/ 3  加藤  昌之君 

5/ 5  石黒    勉君     5/ 5   梶川  久雄君 

5/10  横田  徳久君          5/17  柘植  勝介君 

5/19  近藤    朗君          5/24  横井  尚啓君 

ニ コ ボ ッ ク ス 

渡邉  泰彬君 

第 103回ＲＩ年次大会（バンコク）に出席して来ました。 

尾関  正一君 

家内の誕生日祝、ありがとうございます。 

遠藤  友彦君 

幹事さんにお願い。慶弔は、退会されたご遺族にもご連絡を！ 

梅村美知容さん 

世界大会へ参加。サクランボ豊作。ありがとうございます。 

石黒    勉君 

結婚記念日を祝って頂いて。 

【渡邉さん、梅村さん、国際大会出席ありがとうございました。】 

半泊  與則君 北村紀子さん 川村  智康君 梶川  久雄君 

古川  康司君 伊藤  晋一君 星川  直志君 横井    登君 

西脇  多吉君 梅田    渉君 尾關實津成君 小關  敏光君 

岩田  満治君 堀  美喜雄君 藤原  研一君 西脇  良一君 

柴山  利彌君

木村  雅一君

横田  徳久君 

阿部  美男君 

山田  浩二君 

近藤    朗君 

入江由希子さん 

 

 


