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趣味と言 う言葉を広辞苑

でひきますと「専門家とし

てではなく楽しみとしてす

る事柄」ありますので日常

私が楽しんでいる多くの事

柄の中からいくつかに絞り

込んでお話 したいと思いま

す。

として、岐阜県のスハーバオカンテ・での宇宙線観演1で 「ニュート,′

に質量があるJと いう事実を 1998年に発見して 一躍′い・

ル賞の最有力候補になつた時の共同研究者だったそうです。

しかし戸塚教授は 2000年 に進行した大I10が んが発見されて

その後再発 再々発を繰 り返しながらも研究をつづけました。

その間 立花隆氏と交わした,すクは公表されて書籍として

も刊行されています。死亡の直前まで、ヽ 学者の観点から自

身の病状を客観的に記録 した内容は科学論文のようでもあ

りました。この連体に再読してみました.

さて
'―

へ・ル賞はアルフレット・ ′̂・ ルがタイナマイトの製造によつて

得た資産を原資として、彼の遺言により 1001年に創設され

ました。

第 2738回例会

《司 会》

《合 唱》

《BGM》

《ゲスト》

《ビジター》

《本日のお祝い》

お誕生日

なし

《会長代行挨拶要旨》
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結婚記念日

11月 1日 上田直弘君

10月 上旬は,“・ル賞の

時期ですが今年は 2週続

けて日本から生理 医学

賞を大村氏が、物理学賞

を梶口氏が受賞しました。

梶口氏のニュ llノ に関

する研究では富士高校出

身の戸塚洋二氏が,夕・―
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タイナマイトは油脂を分解するときに産生されるク・リセリンを硝

酸と化合させたニト,ク・リセリンが主材料です。我々の身体の中で

も同様な化学作用がみられます。食品の中の脂肪は主に十二

指場で1旦汁やすい臓からの消化液でク・

'セ

リンと脂肪酸に分解

されて、脂肪酸は■ルキー源として利用されています。

このニト,ク ,セ リンは狭心症に対して有効な医薬品でもあり

ます。ニト,ク リセリンが血流中のカルシウム濃度を上昇させ 血管を拡

張させて心臓への血液供給を改善するという機序が考えら

れています。

また、これまでに 2名 のソーヘ・″賞辞退者がいます。フランスの

実存主義者のサハル氏が文学賞を そして 1973年 にヘトナム和平

の貢献者としてへ・トナム共産党のレトクト氏が辞退しています。

正統′ヘル賞に対してイク・ ′̂・ル賞というものもあります。

イグには 皮肉、不名誉、不真面目等の意味があるようです

が、日本はここでも大健間をして、毎年のように受賞してい

ます。賞金はゼロ 自薦も可、授賞式には自費で′‐・ヽ―ヽ大学

まで出向く必要があります。2004年 に日本のカラオクが平和賛

を受賞しましたが、その受贅理由は `人々にお互いに寛容に

なるための新しい手段を開発した功績による"と ありました。

さて村上春樹氏の `春"は何時訪れるのでしょうか ?

く新入金員網介》

この度、損害保険ジャパン日本興亜の為国消二君が入会いた

しました。

《来費卓露》

「熟年期 多趣味を楽 しむ」

松下 陸朗 氏
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「

シンク・で海の香りと沖釣りを楽しむ

私は台風で荒れなう海はとても怖いですが、碧空の下で碧く

輝く海がとても好きです。海技免状―級を持つていますので

基本的には世界中何処へでも行けるのですが、私の行動は駿

河湾内です。ィルカの群れや 5～ 6た ルヽもあるシ・ンヘ`エサ・メに遭遇

することもあります.これは沖合の流れ藻についたシラを探

しているときに地求深部探査船 fち きゅう」号に遭遇した時

のワンカットです 「ちきゅうJ号は海底から 7000メ ルヽの堀削能

力を持つ世界最高の探査船でこの時も海底資源の堀消1調査

をやっていたようです。沖釣 りは自分で操縦して出かけたり

遊漁船にのることもあります。沖街 りは基本||に餌釣 りとル

アー釣りの 2種類あります。これは魚種によつて決めます。

趣囃 -2:ツ リンクで山並みの美しさを楽しむ

ツーリンク・仲間と井川へ美味しいそばを食べに行つたり温泉に

入りに行つたりのんびり春風や秋の爽快な空気を吸いなが

らツリンクするのもオツなものです。

趣味2:大井川安倍川上 中流域でのコ

'漁

とlll煮 づくり

写真は大井川中流で群れをなして上がって探るために下流

に向けてホ・ッタイと呼ぶ金網で出来た網を仕掛けているシ]外で

す。梅雨があがって太陽がカッと照りつけて 1週 間が過ぎた

頃から9月 上旬までが漁期です。コ・りとは海から川へ上って

くる′セ・科のカン・力のことです。佃煮の作り方は水道水できれ

いに洗った,,を上等の生醤油で煮詰め最後に新間邸で実つ

た書実山椒と―味唐辛子を入れて出来上がりです。かき場げ

をつくってもとつても美味しいです。

趣味3:薩摩たまり農国で育つた黒豚ハヤトンで作る卜・イツヘー

コンです。フ
・ラント・名′ヤトン君の名づけ親は小生の思息、長男です。

ハフ,力、,つ工、岩塩、砂糖、だしの素をある割合で調合し無

数に釘で刺した豚ドラフ・リクに擦 り込みラッフで密封して冷蔵

庫に重しをして 7日 間寝かせます。8日 目に取りだし水洸い

をして水をふき取つて鉄串に吊るしてサラメをませた桜のチッ

フで 30分燻して出来上がりです。燻製ホ・ックス内の室温は 90

～95度に保ちます.100度以上になると豚のЛ旨に引火して大

変なことになるので要注意です。ちなみに出来上がりは逸品

だとハムメカの社長に褒められました。

趣味4:四季の野菜作りと果物栽培

松下農園では 9～ 10月 にニンニク、タマネキ・、大根、フ |・7コ

'―キャヘ・ツ、自菜などの冬 春野菜と、4～ 5月 に植えつけるトマ

トキュウリ、フリンスメ,ン、か'チャ、落花生などの夏野菜に分けて栽培

しています。このショットは収穫した芋、落花生、すいか、かぼ

ちゃなどです。これは庭で実ったフル̂つ―で作つたン・ャムです。

農家のおじさんから農業指導員になったらどうですか ?と

言われるくらいです.

痣垂味 5 : 朝の,ォ
ーキンク・とハ ート ゥォッチンク・

私の好きなコスはハ・―トウォッチンク・を楽しみながら,たキンタ・する

朝比奈川沿いの道です。このショットはカワウが 100羽 以上来襲し

てアユなど,1魚 を群れで浅瀬に追い込んで食べている集団で

の狩りの様子です。8～ 9月 に時々見られる光景です。これ

はカルカ・モがひなをひきつれているところです。これはカワなの

カップ ,ンク成立の一コマです。オスがメスに小魚をフレt・ ントしてメスが

求愛を受け入れた直後のショットです。

趣味6:毎週末仲間とテニスを楽しむ

愛猫のホホの助です。

閑話休題 2001年 9月 11日 におきた同時多発テ,1年前の

2000年 8月 自由の女神像からNY世界貿易センターを眺んだ私

にとつて貴重な 1ショタトです。このテ0以降世界がカオスの世界に

踏み込んだ気がしてなりません.

趣味7:修行中の新趣味フ″ト

では 1曲私の好きな美空ひばりの山を吹きます。20年後に

静岡音楽館AOIで会いま笑 |

ご清聴ありがとうございました。

《スマイル

“

告》

柴口 啓之助 君  結婚記念日のお花ありがとうございま

した。長男に第二子が授かりました。男

子に期待してスマイル。

肥口 隆輔 君

新間 桂子 君

佐橋 徹 君

松下 陸朗 君

為国君の入会を祝して。

為国さんの入会を歓迎 してスマイルしま

す。クラフライフを楽しんでください。

為国さんの新入金をお祝いしてスマイルしま

す。今後ともよろしくお願いします。

去る 10月 9日 に二枝クリニックで手術、7日

間の入院を終え激痛を乗り越えて社会生

活に戻りました。本日は私のつたない卓

話を開いていただくことになり恐縮で

す。おネLを込めてスマイルします。

今週末から始まる大道芸が、とても楽し

みなのでスマイルします。

浅野 裕史 君

伊藤 洋一郎君   新入会員として、為国さんを迎えるこ

とになりました。情報委員会として歓迎

します.

神野 一成 君

高口 雅司 君

上国 直弘 君

為国さんの入会を祝してスマイルします。

多趣味な松下陸朗君の卓話に感謝して |

11月 1日 の結婚記念日、34回 目となりま

す。何とか続いていますが、子供が頼り

です。子供が家から皆出ると家内と二人

きりになるのが,さ配ですが、頑張ります。

来週再来週と欠席なのでまだ花はいただ

いていませんがスマイルします。

くクラブ会議グループからの連絡事項》

クラブ会報グループリーダー

会報作成について「卓話原稿が無い場合は写真 画像データ

など工夫して、原稿起こしの作業無しに会報作成作業を効率

化する」ことを 9月 3日 の理事会にてご承認いただきまし

た。ご理解ご協力よろしくお願い致します。

鈴木寿人

《出席報告》

会員数 出席 欠席 NIU 完全欠席 確定出席率

10/29 54(50) 41 9

10/22 53(49) 35 14

10/15 53(47) 21 8 82 98%

く会議作成>長日 きみの




