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2018 年 11 月 15 日　第 2754 回例会

◇ 国際ロータリー会長
　　　バリー・ラシン （East Nassau RC)

◇ 国際ロータリー第 2780 地区ガバナー
　　　脇　洋一郎（茅ヶ崎湘南 RC)
◇ 国際ロータリー第 2780 地区第 1 グループ
　　　ガバナー補佐　加藤　元章（横須賀 RC）
◇ 三浦ロータリークラブ
　　　会　　長︓鈴木　康仁
　　　副 会 長︓笠倉　正弘
　　　幹　　事︓秋本　清道
◇ 公共イメージ委員会 
　　　委 員 長︓高木　　巌
　　　副委員長︓笠倉　正弘
　　　委　　員︓奥山　浩司
◇ 例会日　毎週木曜日 12 時 30 分点鐘
◇ 例会場　三浦商工会議所
　　　　　 〒238-0243 三浦市三崎 3 丁目 12 番 19 号
◇ TEL 046(881)5111 　FAX 046(881)3346
◇ website　http://www.miura-rc.jp
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インスピレーション
になろう

2018 年 11 月 15 日　第 2754 回 例会

◇　点　　鍾　12 時 30 分

◇　ロータリーソング　『我らのなりわい』

◇　( 株 ) 農業生産法人　デリーターファーム　

　　　　　　　　　　　代表取締役　金子　寛一様

　

皆さんこんにちは、朝晩めっき
り寒くなってきましたが、体調
には十分気を付けてお過ごしく
ださい。
12日月曜日は第 6回会長幹事会
に秋本幹事の車に乗せて行って
まいりました。
加藤ガバナー補佐を初め、5クラ
ブ全員出席のもと、会長幹事会が始まり、最初に地
区よりマイロータリーの推進についてマイロータ
リー推進委員長の山本洋さんが全クラブ 50パーセ

 会長報告　　　　　　　　　　　　鈴木　康仁

ントの登録をお願いしますということで説明がありました。
事務局とともに頑張ろうと思います。
他の議題は回覧で御回ししますが、特に12月4日の会員増強セミナー、来年3月22日の新会員の集い（ロー
スホテル横浜）の開催などありますので閲覧ください。

三浦青少年会議所広報会交流委員会（鈴木雄二委員長）が企画されたもので、先週 9,10 日二日間城ケ島大
橋に LED1350 個、素晴らしいイルミネーションを装飾、まあ海面に強烈に反射してお見事でした。
城ケ島大橋は、昭和 32年（1952 年）着工し、同 35年（1960 年）に完成しました。
全長 575ｍで、総工費 7億 1,500 万円、海面からの高さは最高時 23.5ｍで完成以来の現代風のお化粧じゃ
ないかと思いました。
この結果につきましては、企画・乾電池の利用の発想、色付け、橋の手すりへの取り付けなど、ＪＣ会員全
員で戦ったと思い、個人的に脱帽いたしました。
市内や市外の人々が夢中になって写真を撮っていました。
また本日は畑の芋の成長具合を見に行ってきました。
農家の渡辺さんのお断りして写真を撮ってきました。皆さんご覧ください。
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 幹事報告
＊横須賀南西 RC第 1895 ～ 1898 回週報　　＊横須賀南西 RC12 月例会のお知らせ
＊横須賀北 RC12 月例会のお知らせ　　　　  ＊横須賀北 RC第 2736 ～ 2738 回週報
＊横須賀 RC第 3258 ～ 3265 回例会　　　　＊横須賀西 RC12 月例会のお知らせ
＊横須賀 RC12 月例会のお知らせ　　　　　  ＊11 月ロータリーレート 1＄＝112 円
＊財団室NEWS11 月号　　　　　　　　　　＊三浦市青少年派遣団の三浦市民まつりへの出展お知らせ
＊2017-2018 年度　第一 Gインターシティミーティング決算書　　　　＊ハイライトよねやま
＊国際ロータリー年次大会参加旅行募集案内送付のご案内

 出席報告
・会員総数：26名　本日出席：17名　欠席：9名　　出席率 65.3％
・MAKE UP：鈴木康仁、秋本清道（会長幹事会）　以上により出席率は　69.2％となります

 ニコニコ BOX 報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

・鈴木康仁　金子様本日は卓話楽しみにしています。
・鈴木正孝　鈴木様、よろしくお願いします。
　キャビアが楽しみです。
・秋本清道　金子様、本日よろしくお願いします。
・藤喜代司　デリーターファーム・金子寛一さんよ
　うこそ。本日卓話たのしみにしております。よろ
　しくお願いします。
・奥山浩司　金子様、本日は卓話よろしくお願い致
　します。楽しみにしています。

・山本達樹　デリーターファーム・金子様、本日はよろしくお願い致します。
・長島満理子　金子さん、本日の卓話楽しみにしています。食事会も PRして下さいね。　
・加藤隆史　本日もよろしくお願い致します。
・福地宏章　

初めまして、デリーターファームの金子と申します。
弊社が行っているチョウザメ、サーモンの飼育、今後に向けた課題など、お
話させていただきますので、よろしくお願い致します。

まず、チョウザメについてお話しさせていただきます。
チョウザメは「サメ」とは全然関係のない淡水魚で、寿命は 80年といわれて
います。
卵は、キャビア、魚肉は、白身でコラーゲンたっぷりの魚です。
欧米・中国では高級魚として食されています。
チョウザメは 20センチ位の稚魚を購入し、約 3年位（3㎏）になったら開腹
してオス・メスの判断をします。
開腹後、糸で縫い淡水に戻し、1週刊エサ止めをすれば通常に泳ぎ回ります。
メスは卵（キャビア）を 7㎏くらいになれば持ちます。（体重の 10％くらい）
弊社のチョウザメはあと 2年位でキャビアを持ちます。

次にサーモンについて。
サーモンは受精卵を購入、孵化させ、15㎝くらいまで成長させ、海の生け簀
に入れ 1㎏位にさせます。
または淡水型の 3倍体を 3～ 4㎏に育て出荷します。

卓話　「チョウザメ・サーモンパーク　我々の目指すもの（海の幸）」　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　( 株 ) 農業生産法人　デリーターファーム　金子　寛一　様

ニコニコ BOX 集計報告
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弊社の養殖の現状としましては、2018 年 2月にニジマスの受精卵 1万匹分を購入、孵化させ、約 9,000 匹位
が毎日元気に泳いでおり、もう 6㎝位になり大きいのは 10㎝位に育っています。
これは降海型（海に出るタイプ）ではありません。
それ以外に 15㎝位のニジマスが 300 匹位います。

今年の 11月に試験的に三浦半島の海の生け簀に入れ、成長の試験をする予定です。
（このニジマスは降海型（海に出るタイプ）ではないので、生死の問題があります）
来年は 2～ 4月にかけて下記が入ってきます。
○北米産
　＊降海型のサーモントラウト（ニジマス）5万匹分の受精卵
　＊淡水型の 3倍体　数万匹分の受精卵

○北海道産
　＊降海型のサーモントラウト（ニジマス）5万匹分の受精卵
　＊淡水型の 3倍体　数万匹分の受精卵

降海型のサーモンは 11月に三浦の海の生け簀に入れて翌年の 5月に全部引き上げます。
約１㎏になることを目標にしています。
温度の関係で海温が上がると生存できません。
淡水型の３倍体は淡水で養殖をして３年で 3～ 4㎏を目標にしています。
降海型と違って通年出荷できます。（信州サーモンみたいなもの）
再来年は２０万匹を考えております。（プールが必要）

その他
・オリーブ
小豆島からオリーブの苗木を購入、栽培を始めました。
3～ 5年でオリーブオイルが取れそうです。
来年の 3月頃にも入れるつもりです。

・パパイヤ
11月、石垣島より種で入れて温室で育て、来年春に植え
ます。
来年中に実が付きます。

その他、アボガド、ホワイトサボテ、ポポーなどを栽培テストしています。
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