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白■タリ■を実践し

第1密艶恒例

≪司 会≫  高田雅司 君

ぜ
RI会長

ロンD:バートン

≪合 唱》

≪ BGM≫

≪本 日のお祝 い》

お誕生 日

該 当者な し

「我等の生業」

「カサブランカ」

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ 岸好子 君 (静岡北RC)

結婚記念 日

該当者なし

かつて金融機関に勤めて

いたものとして、ビットコ

インにはそれなりの関心を

持つてきました。ビットコ

インは 2009年 に誕生し、理

論上は 2100万 ビットコイ

ンが発行額の上限とされて

いますが、法律上の定義が不明確でそこをどう捉えた

らいいのか、個人的にはビットコインは限りなく金な

どのモノに近いのではないかと考えてきました。

そんな中、多分世界に先駆けて、 日本政府が 3月 7

日に閣議決定として、ビットコインに関する初の公式

見解を決定しました。ここでのポイン トはビットコイ

ンを民法が定める通貨に該当しないと認定し、貴金属

などと同じ「商品 (モ ノ)」 として扱 う方向性を示 した

ことです。従つて通貨の取 り扱いを前提とする銀行法

の対象外 とし、金融商品取引法に基づく有価証券にも

あたらないとしています。この結果、ビットコインは

投資家保護の対象から外れることになります。

政府は金融機関での取 り扱いルールについても示 し

てお り、民間銀行にはビットコインの売買の仲介や通

貨との交換、専用口座の開設、送企業務などを認めず、

証券会社も仲介業務など本業での取扱いを禁 じていま

平成 26年 3月 13日 天候 雨

す。ただ、ビットコインに投資するファンドやデリバ

ティブ (金融派生商品)の組成は理論上は可能で、この

業務の是非については明記していません。

課税については、所得税や法人税、消費税などそれ

ぞれに定める課税要件を満たす場合には課税対象にな

ると明記し、取引で利益をあげたのであればどういう

形で課税できるか当然考えるとしています。ビットコ

インは2013年 3月 13日 にUSS46で したが2014年 1月

5日 には uSSl,015になりました。多額の利益を得た人

がいると思われますが、それが申告されたかどうかは

不明です。税務当局にとっても補足は大変に難しい問

題と思われます。
ビットコインを巡っては大手取引所のマウントゴッ

クスが先月末に経営破綻し、時価で 470億 円前後のビ

ットコインと、最大 28億円に上る顧客からの預かり金

が消失したことから、世間の関心がそちらに向かつて

しまった感がありますが、それとこれとは別の問題で

あることは認識されるべきと思います。

個人的にはビットコインの将来をどう位置づけたら
いいのかまだ考えが定まりませんが、既存のシステム

が満たせない何かを実現するためにビットコインは創

出されたと思います。技術革新に歯止めをかけず、技

術の不備を法律やルールで補い、併せて闇世界との関
わりやマネーロンダリングの問題など諸課題を整理し

て、ビットコインの健全な発展につなげていくことを

願います。

≪会員卓話≫

『趣味の話 (大物釣 り)J長島 秀親 君

人前で話すことが不慣れで

すので、話が飛び飛びになつ

たり、お聞き苦しい点がある

と思いますが、暖かい気持ち

で聞いていただければ幸い

です。今回卓話の依頼を受け

て何の話をすればいいのか

考えましたが、弊社は 「解体工事業」を営んでお りま

すが、この話をしても皆さんを楽 しませることも、知

≪会長挨拶要旨》

いますが



識にしていただくこともないので、仕事の話は辞めて

趣味の釣 りの話をさせていただきます。

今回は私が今まで行つた遠征先での大物釣 りの話

をさせていただきます。遠征先で一番多く行つた場所

は、鹿児島県の 「徳之島」です。30才位から 38才位

までの間に 7～ 8回は行つたと思います。釣 り具屋 さ

んが企画する遠征釣 りで、 5～ 6人で行きます。徳之

島の遊魚船をチャーターしての釣行になります。朝 4
時頃自宅を出て、遠征 メンバーで乗 り合わせをして

羽田か中部国際空港から鹿児島空港に行き、鹿児島か

ら飛行機を乗 り換えて徳之島に入 ります。徳之島には

4日 間滞在 します。徳之島に着 くのは午後の 1時位で

空港までチャーターしている遊魚船の船長が迎えに来

てくれます。直に宿に向い、風が良ければ、釣 りの仕

度をして、出船します。 1日 日は午後から釣 り開始。

2日 目は朝から夕方まで丸 1日 釣 り。 3日 目も丸 1日

釣 り。 4日 目は午前中釣 りをして、午後飛行機に乗つ

て帰ってくるとい うハー ドな遠征です。海が荒れてし

まえば、釣 りは中止になります。 4日 間の釣行で 2日

間しか釣 りができない遠征も2回位ありました。徳之

島の遠征には、釣 りたい魚に合わせて、行 く時期が変

わります。5～ 7月 頃と12月 ～ 1月 位に時期を分けて

行きます。 5～ 7月 の時期には、GT(ジャイアン ト

トレバ リー)と 言 う魚を釣 りに行きました。この魚は食
べても美味しくないので、釣 りあげた後はリリースし

て海に返 します。じゃあ、「なぜ ?食べれない魚を釣 り

に行 くの ?」 とお思いの方もいると思いますが、GT
と強烈なファイ トを楽しみたいためだけに行くのです。
まさに、男のロマンです。前回の卓話で釣りは、ジギ
ングと言い、メタルジグ(簡単に言えば鉛に塗装をした

もの)に針を付けて、海底に沈めて、シャクリ揚げる(引

き上げる)こ とで、メタルジグを小魚に見せて、大物を

釣り上げる釣り方法ですが、このGTを釣るには、ポ

ッパーとかミノーという物を釣り竿を使つて遠くに投

げて、水面を引いて来ることにより、小魚が水面を泳
いでいる状況に偽、大物を釣り上げる方法です。簡単
そうに思えますが、このポッパーは引いてこなければ

海に浮いているだけで、小魚には見えません。引き方
により、水面に泡を立てて小魚が、より小さな小魚を

捕食しているような状況を作つたりすることにより
大型海遊魚が編されて、ルアー (疑似え)に食いついて

きます。誰でも簡単に釣れる、釣 りではないことが
この釣りの (ルアー釣り、疑似え釣り)の醍醐味です。

頭を使い、ある程度のテクニックを身に付けないと

魚は何時まで経っても釣れません。ルアーは鉛と木や
プラスチックで出来ていて、魚が食べるエサではない

からです。4日 間の釣行で2日 日、 3日 目の天候が良

く凪でいると、「硫黄鳥島」まで船中泊で釣り行つたこ

とも2度 あります。日が暮れるまでは船を島廻りのあ

ちこちに移動して目一杯釣りをして、夜は硫黄鳥島の

当日の風裏の浅瀬に船をアンカー (碇 )で固定して、夜

中まで釣りを楽しみます。釣りには「時合」という時

間帯があります。潮は間接的に関係しますが、直接的

には対象魚が活発に活動し、餌を捕食する時間帯のこ

とを言います。つまり、魚が良く釣れる時間帯のこと

です。海の「潮」は動いている時と、止まつている時

間があります。 (潮止まりなどと言います)「潮」が止

まっている 「時間帯」は魚が釣れる確率が大幅に減 り

ます。一 日中「潮」が動かない日は魚が釣れません。

昔はとにかく「大物釣 り」にハマっていました。人よ

り大きな魚を釣 りたいと思い、大きな魚が釣れる所に

遠征釣 りに何度も行きました。徳之島以外にも、鹿児

島県指宿市 (イ ブスキ市 山川港)マ リンチャレンジ

ャーとい う遊魚船にも乗 り、 トカラ遠征、 2泊 3日 の

船中泊の釣行にも行きました。

次は、伊豆諸島南部の釣 り場に行つた話をいたしま

す。伊豆諸島南部とは、どこ?「ベ ヨネーズ列岩」と
「寿美寿島」に行きました。キャプテン 1号 と言 う 150

tの超大型船に乗つて行きました。最後に、伊豆 7島

周辺での話をさせていただきます3今、釣 りに行 くタ

ーゲットは、「クエ」「アラ」「ハタ」等の根魚が主体で

す。年に4～ 5回位 しか行けませんが・・・全 く釣れ

ません 。・・「ク手」なんかは良く通つて、 1シーズン

に 1匹釣れればヨシとい う魚です し、「アラ」なんかは

狙つて早々釣れる魚ではありません。死ぬまでに一度

は行つてみたい遠征先があります。それは小笠原諸島

です。東京から小笠原諸島まではフェリーで丸 1日 掛
~

か ります。往復で丸 2日 間。フェリーは 1週間に 1度

しか来ないので、滞在期間は 5日 間。 1度は行つてみ

たい遠征先です。以上、取 り留めのない話で申し訳あ

りませんでした。これで卓話を終わらせていただきま

す。ご清聴ありがとうございました。

≪第 293回 くらく会報告≫

平成 26年 2月 25日 (火)於  静岡倶楽部

出席 6名投句 1名

兼題 「受験子」「猫柳」他当季雑詠

第 1席 外で待つ受験子の親右左     竹内弘毅

始発待つ受験子二人無人駅    渡辺陽夫

受験子の祈 り集めて絵馬の数   新間和美

≪スマイル報告》

長島秀親 君   お聞き苦しい卓話で失礼いたしま

ました。反省の意味でスマイルさせ

ていただきます。

小川英樹 君 4月 1日 付でグループ会社に移動

することにな りま した。 2年半大変

お世話にな りました。皆様に感謝 し

てスマイル します。本当にありがと

うございました。

事務所を開いて 50年 にな りまし

た。僧院 12名 の小 さい事務所ですが

後継者 も定ま り、順調に動き出して

います。ようや く普通の爺 さんにな

ることが出来て感謝の毎 日です。

足羽耐治 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠 席 MU 完全欠席 確 定出席率

57(56)

57(56)

57(55) 5 76.37%


