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 会長挨拶 会　長　石川　三義

NO.13

　皆さん、こんにちは。先週の木・金と内田久嗣君のお
通夜・ご葬儀に多くの会員の皆様にご参列いただきあり
がとうございました。心より哀悼の意を表したいと思います。
　本日は、会員の渡邉雅昭さんと渡辺芳彦さんによるリ
レートークの日です。よろしくお願いします。
　今日は、皆さんもよく知っている「四つのテスト」につい
て調べてみましたので紹介します。四つのテストは、シ
カゴのロータリアンのハーバード・テーラーが1932年
に倒産寸前のクラブ・アルミニウム社の社長に就任し、
正しい営業活動を行えば、必ず会社が再建できると考え、
モラル向上の方法として創案したものです。同社の業績
は改善を続け、5年後には借金は完済し、15年後には
株主に多額の配当金を分配するまでになりました。国際
ロータリーは、これを職業奉仕に相応しい短い職業倫理
訓として認めています。1942年ハーバード・テーラー氏
は、四つのテストを使用する権利をＲＩに与え、1954
年彼がＲＩ会長に就任した時、この著作権をＲＩに譲っ
たそうです。四つのテストは世界各国の言葉で翻訳され、
広く活用されています。Is it the truth? 真実かどうか。
Is it fair to all concerned? みんなに公平か。Will it 
build goodwill and better friendship? 好意と友情
を深めるか。Will it be benefi cial to all concerned? 
みんなのためになるかどうか。この翻訳には、若干の注
意を要すると思います。皆さん方も英語の単語には様々
な解釈ができることを忘れないでください。Truthは、嘘
偽りがないかどうかという意味にも解釈されます。Fairは
公平ではなく公正とも訳せます。Benefi cialはすべての取
引先が適正な利潤を得るかどうかに関わります。
　四つのテストは、ロータリアンだけの倫理訓ではなく
広く市民の皆様に参考になる教えであると思います。

ビジター  久松　　但君（沼津西）、
 原川　　篤君（沼津北）

他ＲＣ出席  （10.10Ｒ財団100周年記念沼津4ＲＣ
懇親合同コンペは裏面に掲載）

欠席者（7名）
髙地君、楠木君、森藤君、長橋君、
野際君、大熊君、積君
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10月21日（金）
　外部卓話
 沼津市教育委員会教育長　　服部裕美子様

配偶者誕生日　髙地　明子様（尚之君）、
　　　　　　東　　裕子様（宗徳君）
結婚記念日　渡辺　芳彦君、髙地　尚之君

10月28日（金）
　沼津4ＲＣ合同例会渡邊（洋）君…妻の誕生日のお祝いありがとうございます。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…10/25（火）はＧ補佐公式訪問
 （夜間：音楽会）
　沼津柿田川…10/17（月）は10/23（日）早朝例会
　　　　　　　10/24（月）は10/28（金）合同例会
　　　　　　　10/31（月）は11/3（木/祝）
 グラウンドゴルフ大会
　　　　　　　11/7（月）は移動例会
　　　　　　　11/14（月）は裁量休会
　　　　　　　11/28（月）は12/4（日）
 グラウンドゴルフ大会
　富　士　宮…10/24（月）は夜間例会
 2クラブ合同例会
　　　　　　　10/31（月）は特別休会
　富 士 宮 西…10/21（金）は10/24（月）合同例会
 ＠パテオン 18:30点鐘
　　　　　　　10/28（金）は10/30（日）ミツバツツジ
 植樹例会＠朝霧アリーナ
　沼　津　西…10/27（木）は10/28（金）
 沼津4ＲＣ合同例会
　長　　　泉…10/26（水）は合同例会
　　　　　　　11/9（水）は11/6（日）移動例会
　　　　　　　11/16（水）は移動例会
　　　　　　　11/23（水）は祝日休会
　沼　津　北…11/1（火）は10/28（金）
 沼津4ＲＣ合同例会
２ ．10/2（日）「千本をよくする会」千本公園清掃奉
仕　⇒雨天中止

３ ．米山梅吉記念館賛助会費（42名×3,000円＝
126,000円）送金　⇒記念館より御礼状が届いてお
ります。ご協力ありがとうございました
４ ．「ロータリーの友」10月号配布
５ ．ロータリー米山記念奨学会ご寄付のお願い
　⇒ 10月は米山月間です。皆様のご協力をよろしくお

願いいたします
６ ．クラブ細則審議委員会のお知らせ
　⇒ 委員の方に詳細をポストイン、日程調整のほどよろ

しくお願いいたします
７ ．10/16（日）再生サッカーボール事業・アスルク
ラロＲＣマッチ観戦
　⇒ 山本幹事・細澤奉仕Ｐ委員長・渡邊（洋）社会奉

仕委員長・山口君　4名参加予定

設計作業の変遷 会 員 　渡邉　雅昭君
　私が社会人になった昭和40年は、第2期高度成長期
といわれ、東京オリンピックの翌年ということもあり活
気に溢れていた。就職も売り手市場で、大手企業から
の引き合いもあったが、独立志向が強かったため設計
事務所を選んだ。
　当時の設計事務所は、Ｔ定規と三角定規を使用して
鉛筆で図面を作成しており、入社して3ヶ月位は毎朝先
輩の鉛筆を削らされていたので、何でこんなことをと思っ
ていたが、この作業が物作りの原点であるということが
理解できたのはだいぶ経ってからであった。
　昭和50年代になると鉛筆から芯ホルダーに代わり、
Ｔ定規もドラフターという製図機に代わって設計も格段
に楽になった。この頃になると、構造設計も、計算尺
を使って手計算で行っていたものが、ＰＣの発達により
計算が自動的にできるようになり、設計精度も大幅に上
がっていった。
　平成になると建築ＣＡＤが急速に広まり、事務所か
ら製図台が消え、設計スピードも飛躍的に早くなり、
建築のデザインも多様化していった。
　設計事務所もこの50年の間に手作業の時代から電
子化の時代になり、昔は想像もつかない時代となり、お
かげで今でも仕事を続けられる幸せを感じる今日この
頃です。

魚河岸の移り変わり 会 員 　渡辺　芳彦君
　江戸時代より魚を取り扱う問屋、仲買小売の営業が
発展してきました。大正10年、魚問屋、仲買人共同の
基に大十魚会社が設立、昭和18年、我入道水産会社
と合併して、株式会社沼津魚市場として県東部第一の
魚市場として当時は永代橋下の西側に市場が造られた。
漁師が魚を水揚げするには、狩野川を漁船にて登って
きました。漁場は千本浜の定置網（大謀網）と地引網、
網元は勝亦干城初代沼津魚市場社長です。その後に
静浦、内浦、西浦と小型船の二添船による巻網漁法（巾
着）漁場は駿河湾の大瀬崎沖我入道船、棒受鯖漁業で
の魚介類が水揚げされました。昭和12年観音川河口
へ船榴式漁港を造る計画案が、昭和19年永代橋下か
ら港湾に市場は現在の第一市場港の東側に移転、蛇
松線建設明治21年3月東海道線建築資材輸送用、和
多仁さん現在の港大橋の北側、昭和21年港湾が開港
同年複線沼津魚市場まで開通。沼津港線が開通したこ
とにより、沼津港に水揚された魚が各地に鉄道輸送さ
れました。特に鰹の最盛期は伊豆近海の一本釣り、鰹
の餌は生きた片口鰯です。駿河湾で獲れた鰯を内浦西
浦のいけすに生かさせていました。昭和50年～平成
10年、約20～25年間、鰹船西伊豆に100隻、我入
道棒受船15隻、巻網船が戸田まで15船団、水揚量最
高でした。今日現在半分です。魚市場、平成4年売上
300億円、平成27年120億円です。魚市場のセリ権
の仲買人は平成元年頃150軒、平成16年129軒、現
在68軒、減少の要因は流通の変化に対応ができなかっ
たから。
　平成19年水産複合施設沼津魚市場イーノ落成、平
成20年1月より使用開始、総工費13億円、衛生管理
の元営業しています。
　港が観光化されてここ数年、沼津港への来客数が増
加して昨年1年間に150万人とも言われています。しか
し何時も同様の来客があるとは…。今後の沼津港の計
画案は、港の北側がバスターミナル、西側倉庫タンク
の部分がカフェテラス、公園、港に浮き桟橋、新鮮館
南側第一市場を建て直す計画です。今後5年～10年で
大変化します。

設計作業の変遷 会 員 　渡邉　雅昭君設計作業の変遷 会 員 　渡邉　雅昭君

魚河岸の移り変わり 会 員 　渡辺　芳彦君魚河岸の移り変わり 会 員 　渡辺　芳彦君

会員リレートーク Ｒ財団100周年記念
沼津4ＲＣ懇親合同コンペ開催

2016.10.10（月）
於：グランフィールズカントリークラブ（三島市）

　Ｒ財団は今年で100周年を迎え、これを祝うべく、
沼津4ＲＣ合同コンペが開催されました。結果は、1位 
沼津北、2位 沼津西、3位 当クラブ、4位 沼津柿田川。
他クラブのメンバーとコースを回ることで良い刺激が生
まれ、交流が深まったのではないでしょうか。参加され
た皆様、お疲れさまでした。
参加者　石川（三）君、實石君、峯尾君、三好君、望
月君、森藤君、村上君、大村君、渡邉（秀）君、山本君、
吉野君
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たから。
　平成19年水産複合施設沼津魚市場イーノ落成、平
成20年1月より使用開始、総工費13億円、衛生管理
の元営業しています。
　港が観光化されてここ数年、沼津港への来客数が増
加して昨年1年間に150万人とも言われています。しか
し何時も同様の来客があるとは…。今後の沼津港の計
画案は、港の北側がバスターミナル、西側倉庫タンク
の部分がカフェテラス、公園、港に浮き桟橋、新鮮館
南側第一市場を建て直す計画です。今後5年～10年で
大変化します。

設計作業の変遷 会 員 　渡邉　雅昭君設計作業の変遷 会 員 　渡邉　雅昭君

魚河岸の移り変わり 会 員 　渡辺　芳彦君魚河岸の移り変わり 会 員 　渡辺　芳彦君

会員リレートーク Ｒ財団100周年記念
沼津4ＲＣ懇親合同コンペ開催

2016.10.10（月）
於：グランフィールズカントリークラブ（三島市）

　Ｒ財団は今年で100周年を迎え、これを祝うべく、
沼津4ＲＣ合同コンペが開催されました。結果は、1位 
沼津北、2位 沼津西、3位 当クラブ、4位 沼津柿田川。
他クラブのメンバーとコースを回ることで良い刺激が生
まれ、交流が深まったのではないでしょうか。参加され
た皆様、お疲れさまでした。
参加者　石川（三）君、實石君、峯尾君、三好君、望
月君、森藤君、村上君、大村君、渡邉（秀）君、山本君、
吉野君


