
（敬称略）

◇越原康之様、逸見文彦様、田上正行様を

お迎えして。

藍畑、愛須、後藤、平野、本田、片井、畔田

楠本、丸山、西谷、岡本、佐田、坂本、武田

竹村、谷本、上原、山本、吉本

◇お世話になります。 田辺はまゆうＲＣ 伏野様

◇卓話謝礼をご寄付頂きました。

聖福寺 関守研悟様

◇お掃除、不参加ごめんなさい。

先週のかきくけこの゛き゛は何でしょうか？

橋本

◇片井さんにひき殺されそうになりました。 谷中

◇早退、お詫びします。 谷峯、木村

◇お花頂きます。 吉田

元禄2年の春3月、弟子の河合曾良を伴い、前途600里

の旅に、松尾芭蕉は出かけます。

有名な「奥の細道」は今から310年前の元禄15年に発刊

されました。

その冒頭の部分を少し、

月日は百代の過客にして、行きかふ年もまた旅人なり。

舟の上に生涯をうかべ馬の口とらへて老を迎ふる者は、

日々旅にして旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

予もいづれの年よりか、片雲の風にさそはれて漂泊の

思やまず、海浜にさすらへ、去年の秋江上の破屋に蜘

蛛の古巣を払ひてやゝ年も暮、春立てる霞）の空に、

白川の関越えんと、そゞろ神の物につきて心をくるは

せ、道祖神のまねきにあひて取る物手につかず、股引

の破れをつづり笠の緒つけかへて、三里に灸すうるよ

り、松島の月まづ心にかゝりて、住める方は人に譲り、

杉風が別墅に移るに、

草の戸も住みかはる代ぞ雛の家

表八句を庵の柱にかけおく。

間もなくひな祭りとなります。また光陰矢のごとしと

か申します。今年度もほぼ２／３が過ぎました。尚し

ばらく間、油断しないように奉仕活動にご協力下さい

ますように。細道（奉仕）への旅は今からです。

■本日のお客様はＮＰＯ法人 内の浦湾を良くする会

理事長 越原（こしはら）康之（やすゆき）様と、

副理事長 逸見（へんみ）文彦（ふみひこ）様、副

会長 田上（たのうえ）正行（まさゆき）様です。

後ほど宜しくお願い致します。

■2月25日(土)に田辺東ＲＣはまゆうＲＣの創立２０周

年記念式典が開催されました。佐田幹事と会長の上

原が出席して参りました。
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会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

48名 4名 9名 79.55％

2月15日 修正出席率 84.09％

会長報告の前に

司会者

唱 歌

上原 俊宏会長
出席報告

"うれしいひな祭り”

田辺東ロータリークラブ週報

平野 好史 君

会長報告

ゲスト

"ＮＰＯ法人 内之浦湾を良くする会 理事長 越原 康之 様 副理事長 逸見 文彦 様
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ヴィジター 田辺はまゆうＲＣ 伏野 大輔 様

副理事長 田上 正行 様



■2月25日(土)社会奉仕活動として奇絶峡周辺の清掃活

動に参加して下さった有志の皆さん、ご苦労様でし

た。

■例会日時変更

◎橋本紀ノ川ＲＣ

3月20日(火) → 休会

◎和歌山南ＲＣ

3月 9日(金) 12：30～ → 3月9日(金)18：30～

場所：アバローム紀の国

「和歌山南ＲＣとの合同例会」

■メークアップ

◎2月25日(土) 田辺はまゆうＲＣ

創立２０周年記念大会 出席 上原会長、佐田幹事

◎2月25日(土)

社会奉仕委員会 奇絶峡周辺の清掃活動 参加

愛須君、橋本君、稗田君、平野君、本田君、泉君

片井君、小山君、畔田君、丸山(勇)君、吉本君

丸山(博)君、森本君、西谷君、岡本君、吉田君

坂本君、谷本君、渡口君、安井君、山本君、沖君

■回覧

◎週報「串本ＲＣ」

◎「ＪＣニュース２月号」

◎新宮ＲＣより「支援へのお礼状」と「熊野地域を襲っ

た台風１２号災害記録」

◎米山より寄付１月度迄の集計表

◎ガバナー事務所より

「地区大会記念ゴルフ大会開催のご案内」(4月2日）

「地区大会のご案内」(4月7日・8日）と参加申込表

多数の参加申し込みをお願いします。

◎3月28日(水) 移動例会のご案内（出欠表）

■連絡

◎３月のロータリーレートは １ドル＝７８円です。

◎ロータリーの友３月号が届いています。各自トレー

に入れてあります。

◎新年家族会の日に撮影致しました、４０周年記念事

業の１つ、アルバム作成のための写真が出来てきま

した。各自用にプリントした物を各自トレーに入れ

てあります。

■社会奉仕委員会

畔田 実 君

１．2月25日(土)に、奇絶峡周辺の清掃活動を行いまし

た。参加して頂いた皆様、ありがとうございまし

た。

２．2月29日(水)14:00より 献血を行います。

場所は、資源開発様前です。

■新世代委員会

坂本 正人 君

卓話の補足説明

本来の合気道は、

一対一の対決ではなく、一対複数の対決です。

～ 卓話 内之浦湾を良くする会 ～

理事長 越原 康之様

●趣旨

平成17年4月

内之浦湾を基地として、内之浦湾に係留する船舶

所有者が「内之浦湾をきれいにしたい」という思

いから誕生しました。

平成18年7月

１年かけて活動し、内之浦湾は美しくなりました。

そこで、湾の中だけではなく、周りの施設も美し

くしたい、と和歌山県からＮＰＯ法人格を取得し、

「ＮＰＯ法人 内之浦湾を良くする会」として設

立。湾内の清掃及び施設周辺の環境整備、花壇の

造成など、地域社会に奉仕活動をしている会です。

・県の水産課の方から「海に係る人たちで、アマモ

を植えていただけないか」と相談を受ける。

県の要望を受けて、アマモの養殖をする作業をさ

せて頂いています。

・新庄第二小学校の子供さんたちに環境の大切さを

学んでいただきたく、今は小学３年生、４年生、

５年生の子供さんたちにアマモの養殖の種植えを

手伝ってもらうことになりました。

本日のプログラム

幹事報告

http://tanabe-east-rc.com/

委員会報告



特定非営利活動法人 内之浦湾を良くする会

理事長 越原康之

私達 ＮＰＯ法人 内之浦湾を良くする会 会員数４０名は、

海岸清掃や海中のごみの回収、水中植物増殖、おもにアマ

モ草原づくりを通じて活躍しております。

この自然環境豊かな山々の緑、花々の美しさは目に見え

ることで人々の共感を得ることができますが、われわれが

取り組む「アマモ草原」づくりは、残念ながら水中のため、

目で見ることはできません。緑の山林環境づくり以上に困

難な作業であります。そしてアマモ場（アマモの草原）の

育成状況を調査しなければなりません（ダイバーによる水

中撮影）。

和歌山大学システム工学部環境システム学科教授、中島

敦司博士の談話によると、消波ブロックを積むよりも、ア

マモ草原づくりのほうが有益であるとの意見をいただきま

した。

このことは海域漁場環境の改善、水産資源の増大、水産

振興につながる事業と考え、田辺湾をキーポイントとして

和歌山県沿岸に展開し、スポンサー、行政、漁協、地域な

どの協働体制づくりはぜひ成し遂げなければなりません。

本事業は短期で効果や決着がつきません。今後も行政のお

役に立つよう気長に活動していくつもりです。

●「内之浦湾を良くする会」近況

活動内容

・内之浦湾の環境整備としてアマモの草原作り

・湾内の、海中・海上の清掃・花壇の整備

・一般釣り客への、マナー指導

･釣りの情報交換 等

又、この漁港は、国士交通省から「海の駅」に指定されて

おり、より一層、皆様方のご協力の下、環境整備に努めて

参ります。

この度、第10回わかやま環境大賞（6月8日）紀南地域海上

安全対策協議会より、海洋環境保全に大きく貢献により

「感謝状」（6月10日）を戴きました。

これは一重に皆様方のご支援のたまものと、感謝致してお

ります。

末尾ながら、皆様方のご健康とご多幸をお祈りします。

http://tanabe-east-rc.com/

アマモの種植え作文の感謝状授与

わかやま環境大賞表彰式

アマモの種植え

海中掃除

内之浦湾で育っているアマモ

副理事長

逸見 文彦 様

副理事長

田上 正行 様

田辺の海・日本の海・世界の海に通じる活動



参加頂いた皆様、ご苦労様でした。

「同論・異論」原稿大募集 !

12月号から、各テーマに沿った、会員のご意見発

表欄「同論・異論」がスタートしました。

さまざまなテーマで、ロータリアンから原稿を募

集しています。

●現在の募集テーマ

「ロータリーでいう親睦とは？」

●文字数： 600字以内

所属クラブ／氏名／連絡先をお書き添えの上

お送り下さい。

連絡先は日中ご連絡の取りやすい電話番号も

お書き添えください。

●ご投稿先： メール

hensyu@rotary-no-tomo.jp

ご郵送

〒105－0011東京都港区芝公園2－6－15

黒龍芝公園ビル4階

一般社団法人ロータリーの友事務所

「 同論・異論」募集係

●締め切り 2012年4月10日（火）

●備考

※取捨選択は、一般社団法人ロータリーの友事務

所理事会・編集部に御一任のほどお願い申し上

げます。

また、今後の募集テーマについてもご提案をお

寄せください。

【 過去の募集テーマ 】

①東日本大震災に対し、さまざまな自粛の声を聞

くが自粛はすべきか？ すべきでないのか？

（12月号掲載・原稿は締め切りました）

②会員増強は必要か、否か？（12月号掲載・原稿

は締め切りました）

③ロータリーに広報は必要か？否か？（3月号掲

載・原稿は締め切りました）

ふるってのご応募、お待ちしております！

ロータリーの友事務所

トラック一杯のゴミが

集まりました。

奇絶峡の清掃活動風景 2月25日(土) ロータリーの友事務所より
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