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2012 年 1 月 17 日（木） 第２５６３回例会 天候：晴れ 司会：横山貢副幹事 No. 26
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱 「我等の生業」「覇気あれ我がクラブ」
◇会長挨拶

◇幹事報告

◇卓話 「半期報告」 和田幸男会長・澤邑重夫幹事
卓話概要並びに「ロ ータリー
東日本震災復興基金 補助金」
につきましては裏面 に掲載致
しましたので、ご一 読下さい
ませ。

卓話「半期報告」和田幸男会長・澤邑重夫幹事

左）和田幸男会長

右）澤邑重夫幹事

Ｒ俳句（一月十日）

拍子木の高音遠のく大晦日

凍鶴の一羽が少し動きけり

冬凪や犬も乗せゆく遊魚船

参道の乾く間もなく雪時雨

冬凪の沖や無音にうねり生む

腰越の沖まで晴れて舟起

今を生く確かな意欲年新た

水道も若水として溢れしむ

平井しげる

清水けん一

小澤 留峰

角田とし子

◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊財団補助金管理セミナー開催の通知 2/20(水) 14:30
～16:30 第一相澤ビル 6 階「会議室」
*各クラブへの協力の依頼
(１)仙台空港へバナーを送る件及び空港にモニュメン
トを建立するための支援について
(２)国際奉仕プロジェクト 2 件参加依頼の件
①第 3650 地区のプロジェクト≪前立腺癌無料検査、肥
大の診療と治療プロジェクト≫
②第 2780 地区のプロジェクト≪県連盟塩釜ボーイス
カウトの野外活動機具及び訓練用器材の支援≫
*インターアクト一泊研修会参加の依頼
3/23(土)～24(日) ・厚木市立七沢自然ふれあいセンタ
ー・費用：宿泊:6,000 円 日帰り：3,000 円
◇次年度ガバナー補佐より 第 1 回次年度会長・幹事
会開催の通知
2/20(水) 18:30～茅ヶ崎「アップル」
・会費：5,000 円
◇日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会実行委員会より
第 24 回 JGFR 沖縄大会の案内
3/18(月)午前 8 時スタート・琉球ゴルフ倶楽部
◇ハイライトよねやま 154 ◇タウンニュース
☆寒川 2/4(月) ⇒ 2/9(土) 15:00 点鐘オークラフロ
ンティアホテル海老名(6RC 合同例会 IM)
2/ll(月)休会(祝日の為)
◎例会変更
☆寒川 2/4(月) ⇒ 2/9(土) 15:00 点鐘オークラフロン
ティアホテル海老名(6RC 合同例会 IM)
2/11(月)休会(祝日の為)
◎会報 着 台北西北・綾瀬

1 月 10 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告
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◎スマイル報告 佐々木博会員
和田幸男君 半期報告致します。
田中賢三君 和田会長・澤邑幹事、半年間ご苦労様でし
た。来週１月２４日は女性会他３～４名ゲストを招待し
ます。入会を期待しています。後押しを願います。
伊藤留治君 和田会長・澤邑幹事、あとのハーフもガン
バッテ！
池上 實君 風も少し良くなり、今日は大きな声が出る
ようになりました。
出口敬純君 和田会長・澤邑幹事、半年お疲れ様でした。
後半もよろしくお願いします。
粂 仁夫君 会長・幹事、半期おつかれさまでした。
岡本辰男君 卓話楽しみにしていましたが、防災の講習
会があり、早退させて頂きます。
大森久巳男君 和田会長・澤邑幹事様、半期おつかれさ
まです。折り返して残り半期頑張って下さい。
下里洋一君 今日は早退です。ごめんなさい！
杉本行廣君 先週出席 40 年でいただいた花束が、寒さの
ため、まだ生き生きしています。花にあやかるようにス
マイル
岡田和弘君 和田会長・澤邑幹事、半期報告ご苦労様で
す。
佐々木博君 和田会長・澤邑幹事、半期おつかれさまで
した。「半期報告」よろしくお願いいたします。
［本日 12 件、15,000 円です］
■和田会長「半期報告」
（概要）
上半期最大のイベントは何と言っても、8 月 30 日に行
われた伊藤留治会員の「皆出席 50 年を祝う会」でした。
50 年皆勤もすごいのですが、その日の例会の出席率も
100％で、それにも感動しました。伊藤さんの人望と茅ヶ
崎ロータリーの結束力の強さを改めて知りました。
印象に残った言葉は、会員増強委員会での田中委員長
の「誉めて怒る人はいない」というものです。ひじょう
に重い言葉でもあると感じました。
上半期のスマイル会計は 873,900 円でした。そのうち、
クリスマス家族会のオークションが 12 万円ですので、１
年間では 160 万円ほどかと予想します。
反省点は、ＰＥＴＳで言われたことですが、本来なら
１月から準備しなければならないところですが、それが
遅くなってしまったということです。
東日本震災復興基金に茅ヶ崎湘南・茅ヶ崎中央ＲＣと
合同で３百万円を申請しました。澤邑幹事に現地視察へ
行ってもらいましたので、のちほど幹事からの話を聞い
て下さい。では、あと半年よろしくお願い致します。
■澤邑幹事「半期報告」
（概要）
初めて台北へ訪問して、あちらの皆さんの素晴らしい
歓迎を受け、姉妹クラブのよさを感じました。訪問した
おかげで、同じ姉妹クラブの世田谷ＲＣの創立 50 周年式
典にも参加させてもらうことになりました。こうした縁
を大切にしたいと思います。
先程、会長からお話があった東日本震災復興基金の件
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先程、会長からお話があった東日本震災復興基金の件で
すが、これは岩手県の大槌町にある帆立業者にスポットを
当てて支援をしていこうというものです。茅ヶ崎湘南・茅
ヶ崎中央とうちの３クラブ合同で現地にも視察に行って
きました。現地に行くと、テレビでは知っていても、その
凄さを目の当たりにして、支援から取り残されている人た
ちがいるということを実感しました。これも幹事をやって
いたから経験できたことだと思います。
また、当クラブの田中さんをガバナー・ノミニー候補に
推薦するための書類を作ったりするという経験も、幹事な
らではですし、現在、月に１回会長・幹事会があって、そ
こでの情報交換はとても役に立っています。
残る半年もよろしくお願い致します。

皆で知ろう「東日本震災復興基金」
ロータリー東日本震災復興基金 補助金申請について
プロジェクト名：大槌湾帆立養殖復興プロジェクト（３ＲＣ合同）
実施場所：岩手県加美閉伊郡大槌町
【主旨】
昨年 3 月 11 日に発生した東日本大震災で、100 軒あった帆立養
殖業者が壊滅的な打撃を受け、ほとんどの方が業を失いました。
１年以上たった今でも８軒の業者が何とか帆立養殖の火を消さな
いようにと頑張っております。
震災により、海の施設も、陸の施設もすべて破壊または流され
てしまいました。既存の大槌漁協は倒産に至り、新たに立ち上が
った新おおつち漁協では、たった８軒の帆立養殖業者に、国の補
助金も手が回らず取り残された状況に至っております。近隣の比
較的大きな自治体を控える帆立養殖は補助金も付き、インターネ
ットを駆使していち早く帆立の養殖を軌道に乗せております。と
ころがこのおおつちの帆立養殖業者は補助金もほとんど付かず、
個人の預・貯金もないところに、インターネットを使える方がほ
とんどいないという状況なのです。まさに近隣から見ると狭間で
見捨てられた状況で現在に至っております。
帆立養殖は、他の養殖と異なり稚貝から出荷するまで 3 年かか
ります。出荷するために帆立貝を巻き上げる、巻き上げ機が無い
ためにアルバイトを使って膨大な費用を支出しております。帆立
の表面に着いた藤壷などの小さな貝を削るための機械がないため
に出荷量が極端に限られてしまっています。こうした悪循環を解
消できる機械類を少しでも多く援助できればと思っております。
この昔から続いております帆立養殖が復興するために我々３ロ
ータリークラブが少しでもお手伝いできればと補助金の申請を行
うことといたしました。
【支援内容】
支援物資：
帆立カッター３台
1,260,000 円×3＝3,780,000 円
帆立巻き上げ機４台
420,000 円×4＝1,680,000 円
計
5,460,000 円
資金（持ち出し金）の負担割合：
茅ヶ崎湘南ＲＣ 1,600,000 円
茅ヶ崎中央ＲＣ
800,000 円
茅ヶ崎ＲＣ
100,000 円
申請補助金：
東日本震災復興基金
3,000,000 円
計
5,500,000 円
卓話は当クラブホームページからお聴きになることが可能です

