
[ロータリーは家族」第21号 

   会長テーマ会長テーマ会長テーマ   

「 「 「 ロータリーは家族ロータリーは家族ロータリーは家族   内なる力を高めよう 内なる力を高めよう 内なる力を高めよう 」」」 

第２０１０年１２月８日（水）くずはゴルフ場 

KUZUHA ROTARY CLUB  KUZUHA ROTARY CLUB  KUZUHA ROTARY CLUB  Weekly Club BulletinWeekly Club BulletinWeekly Club Bulletin 
1２月：家族月間 

「くずはロータリークラブ会員による…私の履歴書私の履歴書」 
     このコーナーは他の会員に対して自分をアピールする場と考えています。 

     「私はこんな人間」「ロータリーでの忘れられない思い出」などなんでもOK。 
 

 

     今週は   原田 武夫 会員  

真実か どうか 

みんなに 公平か 

好意と友情を 深めるか 

みんなのために なるかどうか 

♪♪今日の歌｢四つのテスト」今日の歌｢四つのテスト」  

   猪を狩猟 

 

 

 

 

 
 

  

     今回は私の趣味の一つである狩猟について皆様が少しでも興味を持って頂けたらと思いペンを執りました。 

狩猟とは  ― 法定猟法により狩猟鳥獣の捕獲をする事です。山・川・海・湖といった自然を体感しながら鳥獣と出会う

楽しみ、自らの知恵と腕と猟犬とのチームワークで獲物を狩る楽しみ、ビジエ(鳥獣の肉)を味わう楽しみ、生き物の命

を奪うがゆえに、食べ物を慈しむ気持ちを常に忘れない心が持てる素晴らしさ等が魅力として挙げられます。 

狩猟鳥獣の指定・環境大臣  ― 我が国に生息している55０種

の鳥類、８０種の獣類、８０種の海棲哺乳類の中から農林水産

業及び生態系に対する害性の程度、個体数等を踏まえて、鳥

類29種、獣類20種の合計49種類が指定されています。 

 ・田畑を荒らす鳥獣を捕獲する 

 ・増えすぎた鳥獣の数を間引く 

 ・日本の在来種の保護（近年外国産のペット等が国内に数多 

  く持ち込まれ、中には野生化してその生息分布域が拡大 

  日本在来の鳥獣の捕食が目立ち、農業被害も深刻になっ 

  たため、平成6年より外来種も狩猟獣に指定された） 

 

猟 犬  ― 古くから一犬二足三銃砲と言われるように猟犬の占める役割は重要

で、猟犬の優劣によって猟の醍醐味や猟果が大きく左右されます。猟犬には大き

く分けて鳥猟犬と獣猟犬に区分されます。同じ鳥獣犬でもヤマドリ等の山岳猟、キ

ジ、コジュケイ等の丘陵猟、カモ、キジ等の水辺猟によって犬種が異なります。 

 山岳猟＝ポインター、セッター、甲斐犬等。丘陵猟＝ポインター、セッター、柴

犬、独ポインター、アイリッシュセッター、ゴードンセッター等。水辺猟＝ラブラドー

ルリトリバー、コッカスパニエル、スプリンガースパニエル、ブルタニースパニエル

等です。銃猟犬には小型獣（ウサギ、タヌキ等）ビーグル、柴犬等。中型・大型獣

(熊、猪、鹿)紀州犬、甲斐犬、四国犬、北海道犬、プロットハウンド、ウォーカーハ

ウンド、ブルチックハウンド、ドゴアルゼンチーノ等です。 

 

訓 練  ― 生後6ヶ月～12ヶ月の間に銃声訓練及び猟欲を引き出します。3度の食

事より猟が好きになるように仕上げます。仕上がると山野に行って食事を与えても食べない程になります。(ただし若

犬の時だけですが)。そして１３ケ月より３０カ月の間に、狩っても良い鳥獣と狩ってはいけない鳥獣の違いを教えたり

狩り方を教えて、猟犬として一犬前に完成させます。一番のポイントは猟犬を買ってきても訓練しなければ猟犬には

なりません。又、生後１年を過ぎるといくら訓練しても猟犬にはなりません。一度覚えると二度と忘れない点は感心しま

す。人間はすぐ忘れてしまいますが、犬は忘れることはありません。例えば獲物を狩った場所を人間は忘れてしまい

ますが、何年後にその猟場に行っても犬は全部獲物の付き場を覚えています。         （次頁につづく） 

 孫を連れての狩猟（鹿の脚） 
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第第17501750回例会プログラム回例会プログラム  

                                       司会 山口(彰)SAA  

●１２：４０ 開会の点鐘                岩本会長                       

●友情と親睦の握手                  全会員 

●国歌斉唱                                          〃 

●ロータリーソング「四つのテスト」           〃                    

●お客様紹介                       親睦委員  

●幹事報告                        山口(尚)幹事 

●委員会報告・出席状況報告                 林（克）委員長                               

●卓話「家族月間にちなんで」            米田親睦委員長 

●その他 ・ニコニコＢＯＸ報告            山口(彰)SAA 

●１３：３０ 閉会の点鐘                 岩本会長 

●本日の会合  

＜被選理事会＞ 
 山口(伊)、岩本、高島、北川、初木、小西、三木、畠仲、國田、中野、日野、上山 

性 格  ― 気の強い犬-良い事は誉め、悪い事は叱る。(訓練しやすい) 気の弱い犬-(神経質)良い事のみ誉

め、悪い事をしても決して叱らない。(誉め殺し) どちらの性格も訓練を間違わなければ良い猟犬に育ちま

す。(我が社の社員も同じです) 

 

狩り方  ― 鳥獣犬＝空気中に漂う獲物の体臭を求め風下より風上に向かって捜索し、時々主人の位置を確

認しながら主人の指示通り狩り込んで行く。（犬の方から連絡をとらせ、決して主人の方から連絡は取らず協

調性を養う）藪に潜む獲物の居場所を求め、獲物の手前(約3m～10m）で静止し、命令が有るまで微動だにし

ない。獲物を指示(ポイント)するのでポインター、射撃チャンスをセットするのでセッターと言う。獣猟犬＝捜索

して獲物を嗅ぎつけ追跡し失踪を防ぎ吠え止める。力強く威圧的に吠えながら獲物と対峙して絡みながら主

人の到着を待ち射撃チャンスを作る。 

狩猟者  ― 単なる獲物の捕獲者ではなく鳥獣の保護管理の担い手、いわゆる「森の番人」で有ることを自覚

し行動する必要があり、それに相応しい責務を果たしてこそ一般国民の理解が得られると思います。 

クラブ全員協議会・年次総会開催 

『 2011～12年度理事・役員並びに2012～13年度会長決定 』 
  

    

 

   理  事     畠仲  聡  会員 

   理  事     國田 欣吾  会員  

   理  事     中野 保博  会員 

   理  事     日野 守之  会員 

   理  事     上山 芳次  会員 

   会  長     山口伊太郎 会員    

   直前会長   岩本 昌治  会員 

   会長ノミニー 高島 叔孝  会員 

   副会長     北川 順清  会員 

   幹  事     初木 賢司  会員 

   会  計     小西 雅晴  会員 

   Ｓ Ａ Ａ     三木  彰  会員 

 

 

 

 狩猟した鳥獣（キジ、山鳥、鹿）の剥製  
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 先日ロータリーの地区大会での事。 

 青山繁晴さんの講演がありました。楽しみにしていた人

の一人で、食い入るようにお聞きしました。 

 彼は憲法に縛られて何も出来ない国、日本！！憲法の

前文に「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して

我々の安全と生存を保持しようと決意した。」と有名な一

節を言われ、「自国の安全と生存を外国に委ねるというこ

れ程国民にとって危険な憲法にもかかわらず、現在その

憲法を使われるという異常の中で本当に誇りある民族の

姿でしょうか。」という様な事をおっしゃっていました。 

 まずこの事一つを取っても考えなければいけない事で

す。 

 急がねば！！沖縄の事、硫黄島の事、涙を浮かべなが

らお話をして頂きました。素晴らしいロータリー地区大会

の卓話でした。 

 後日、拉致問題についての青山さんの講演会にも行っ

てきました。遺骨収容に対して青山さんはこうも言われて

いる。 

 「65年前、出征時には国をあげて盛大に送りだしたの

だ。だから還る時も盛大にお迎えせよとは言わない。日

本人ならせめて、せめて感謝と追悼の気持ちを持ち続け

て欲しい。そして出来る事なら若い世代の人が一人でも

多く、遺骨収容の現状に関心を抱き汗を流して欲しい。」

と。上坂冬子さんも同じ様な事を発言されていました。 

 硫黄島の米軍の滑走路の下には、沢山の日本人の遺

骨が眠っておられるそうで、日本人の心を思えば当たり

前の事で、米軍が今その滑走路をはがしているとの事で

す。 

 かんばろう日本、孫たちの為に！！ 

 会 長 通 信 

若林尚史会員 

 過日は亡父の葬儀・告別式に当たりましては多数会員の

皆様にお参りしていただき、とくに受付事務などにつきまし

て格別のお手伝いを賜り、深謝申し上げます。 

 亡父とは私の学生時代から今日まで32年に亘り会社の

経営を学び、家においても常に指導を受けてまいりまし

た。父が病床につきまして以来、心の中では覚悟してきま

したが、いよいよ他界してしまいますと、意外の寂しさと不

安を覚えます。この上は不躾な私ではありますが会員皆様

方のご指導ご支援を頂きながら精進していきたいと思いま

すので何卒よろしくお願い申し上げ、お礼の言葉といたし

ます。 

お礼の言葉 

 外部卓話 

「 税務雑感  」  枚方税務署 署長 大井田博様 

 ＜税金よもや話＞ 

 内村鑑三日記より 

明治・大正期のキリスト教思想家として

有名な内村鑑三の日記には、大正11年

7月のある日の税務署でのやり取りがか

かれています。彼は税務署に出頭し、

「職業はキリスト教の伝道師であるが俸給はない」と答えた

ところ、「それならば課税できない」と言われた、というもの

です。このとき、彼は税務職員にこんなことをいったそうで

す。 

 「自分の如き他に納税の義務を果たすべき事を教える

者が自身免税に与かるのは心苦しいから縦令少額なりと

も納めさせて呉れ」と。 

 そして日記には「税は国家の保護を受くる其の謝礼であ

ると思えば之を払うは辛くない」とも記しています。 

 さて、税金は公共サービスなどを提供する行政活動に

必要な経費です。内村の日記には「謝礼」とありますが、

私たち現代の民主主義国家の国民にとっては、共同社会

を維持するためのいわば「会費」といえるでしょう。 

  

 

 

  

 

  

         

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12月入会記念日・お誕生日祝おめでとうございます！ 

  お誕生日祝 岩本会長  お誕生日祝 山口幹事 

入会記念日祝 山口(次)会長 入会記念日祝 初木(次)幹事        

入会記念日祝 藤原会員  入会記念日祝 駕田会員 
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第１７４９回例会出席報告（1２月１日） 

会員総数 出席者 出席率 

６１名 ３９名 ７０．９０％ 

    第１７46回例会補正後出席率  ８８．８９ ％ 

メーク １１名  欠席 ６名  除外 ６名 

 お客様 大井田博 様 (枚方税務署署長) 

       藤本  健 様 (  課 長 補 佐   )  

       李 侖 錫  様 （ 米山奨学生   ） 

 
 
   国際ロータリー 第2660地区 

創立：1974年5月30日承認：1974年6月25日 
        クラブ名称変更承認：2005年6月6日 
         会    長   岩本 昌治     
         広報委員長   西田 英夫 
 

大阪府枚方市楠葉花園町14-2 
樟葉パブリックゴルフ クラブハウス２Ｆ 

電話 ０７２-８５５－５１２５ 
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Email: kuzuha-rc@kcat.zaq.ne.jp 
URL:http://www.kcat.zaq.ne.jp/kuzuha-rc/ 

KUZUHA ROTARY CLUB 発 行 

12/12 

(日) 

・移動例会 サンヨースポーツセンター 

 少年野球ジュニア大会決勝戦・閉会式 

12/15 

(水) 

・卓話「最近多く見られる労務問題 」 
    原 正和会員 

12/18 

(土) 

・クリスマス家族例会 

リーガロイヤルホテル 17時～受付 

12/22 

(水) 

 → 12月18日に変更 

12/29 

(水) 

定款により休会 

1/5 

(水) 

定款により休会 

1/12 

(水) 

・新春例会  ・定例理事会 

・ガバナー補佐訪問 クラブ協議会 

○本日の配布物 

・2010～2011年度概況報告書 

○本日の回覧物 

・IM出欠表 

○地区行事等出席報告 

12/７会長・幹事会            岩本、山口(尚) 

○地区行事等出席予定 

12/11 枚方少年野球連盟懇親会   源本、米田 

 

ニコニコ箱 合計 ¥90,000 累計   ¥602,000 

今後の予定  報告事項 

 

くずはＲＣ杯枚方少年野球ジュニア大会 

決勝戦・閉会式並びに記念例会のご案内 

  ・日 時：2010年12月12日(日)10時～  

  ・場 所：サンヨースポーツセンター 

     ＊閉会式終了後「例会」を開会 

ニコニコ箱メッセージ（掲載順不同）（ 

＊父の葬儀の際は皆様に大変お世話になりありがとう 

 ございました。今後とも皆様にご指導ご鞭撻をよろしく 

 お願い申し上げます。             若林尚史 

＊次年度役員の承認を祝って         宮田   明 

＊入会祝の御礼                山口伊太郎 

＊入会記念品を頂いて             藤原 和彦 

＊入会記念品を頂いたよろこびにありがと！初木賢司 

＊入会させていただきありがとうございます。 

 よろしくお願い致します。           田中一眞 

＊入会記念品をいただいて           駕田 毅 

＊田中一眞会員の入会を祝して       川島吉博 

→18日に変更休会 

         2010年 １２月～2011年１月 

クリスマス 

家族例会 

移動例会 
少年野球 
決勝戦 

例会

会長 

幹事会 

被選理事会 

月 火 水 木 金 土 日 

12/6 7 8 9 10 11 12 

       

13 14 15 16 17 18 19 

       

20 21 22 23 24 25 26 

       

27 28 29 30 31 1・1 2 

       

例会

定款により休会 


