
出席報告

☆森さん､3回目の卓話ですがよろしくお願いします。･

･･･････････････････････････････････････････伊賀

☆森館長､卓話よろしくお願いします。･･････････濵口､

福本雅､稲田静､玉置､柴田､新井､田中､玉井､柏木

☆森館長様､ようこそいらっしゃいました。今朝の読売

テレビの｢す･またん!ZIP!｣を拝見しました。タラバ

ガニはカニではなくヤドカリの仲間だそうですね。･

･･･････････････････････････････････････････横田

☆初出席です。本年もよろしくお願いします。･･･長井

☆RC月例ゴルフ(榎本長治祝)･･7位入賞とニアピン(危

なかった!)を頂きました。･･･････････････････渡部

☆RCゴルフの榎本長治君ホールインワンコンペの部に

於いてダブルぺリア方式で優勝させて頂きました。

携帯テレビを頂きました。クラブコンペは2位でした。

･･･････････････････････････････････････････廣本

☆RCゴルフの1月コンペで優勝させて頂きました。中田

☆長治さん､ホールインワンコンペありがとうございま

1月20日 中田(白浜RC）

メイクアップ

ニコニコ箱

第2903回 第2904回 第2905回

会員数 84名 84名 84名

出席規定免除会員数 9名 9名 9名

出席計算会員数 83名 82名 81名

出席者 66名 63名 69名

出席率 80.49％ 78.75％ 85.19％

メイクアップ 6名 9名

修正出席率 86.75％ 87.81％
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「こころの中をみつめよう
博愛を広げるために」

-Reach within to Embrace
Humanity-

カルヤン・バネルジー
ＲＩ会長

大澤徳平ガバナー

例 会 日 木曜日 12：30
例 会 場 紀伊田辺ｼﾃｨﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ

会 長 伊賀 久記
幹 事 福本 雅彦
会報委員長 柏木 壽夫
http://tanabe-rc.com/

承 認 昭和28年3月2日
事務所 〒646-0031

田辺市湊1073-63
ＴＥＬ 0739-24-2002
ＦＡＸ 0739-26-0264
ｍａｉｌ tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp

４つのテスト (FOUR WAY TEST)

言行はこれに照らしてから
(1) 真実かどうか
(2) みんなに公平か
(3) 好意と友情を深めるか
(4) みんなのためになるかどうか

●司会者
伊賀久記会長

●ソング
われら日本ロータリアンの歌

●ゲスト
すさみ海立エビとカニの水族館

館長 森 拓也様

●ビジター
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した。･････････････････････････････････････近藤

☆ハワイ島マウナケアで高山病らしきものを味わって

きました。･････････････････････････････････畑地

☆嫁が戻ってきました。･･･････････････････････中松

☆中田さん､植田英さん､柏木さん､玉井さん､西嶋さん､

先日はBIG PAD説明会にご参加ありがとうございまし

た。･･･････････････････････････････････････池永

お知らせ

会長報告
・本日ございません。

幹事報告
・先週通知しました新会員として推薦されました1名

の方への異議申し立てがありませんでした事をご報

告致します。

・4月8日開催の地区大会のご案内を各自トレーに入れ

ています。地区大会記念ゴルフ大会は､4月2日に予

定されています。

・NPO法人会津スポーツクラブより第6回全国スポーツ

クラブ会議の案内が届いていますので各自トレーに

入れています。

・カルチャーofキッズより紀南文化会館での事業案内

が届いていますので回覧します。

・2月のロータリーレートは78円です。

・近隣クラブの会報が届いていますので回覧します。

米山奨学生
和歌山大学3回生
叶 志恩様（マレーシア）
(有田南RC）

田辺地域産業保健センター
コーディネーター

井澗 松一 様
「事業所の労働衛生管理」

(メンタルヘルスを中心に)

12月平均出席率 84.84％

委員会報告

60周年記念委員会 新井康司副委員長
・委員会組織表を各自トレーに入れています。詳細に

ついては各委員長より報告があると思います。

「すさみ海立エビとカニの水族館」

撮影 阪本哲次会員
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昨年の３月にすさみ

町から委託を打ち切ら

れ、一時は閉鎖も考え

たのですが３年前に田

辺市のほうからエビと

カニの水族館を市のほ

うで引き受けようかと

話があり、ある程度まで計画は進んだのですが入館料

と運営費の点で折り合いがつかず一度流れた経緯があ

りました。まだ何も正式に決まっていませんができる

のであればこんな形でやりたいということで聞いてい

ただきたいと思います。

エビとカニの水族館の目的はあくまでも町おこし、

宣伝の一つのアイテムだと考えております。コンセプ

トといたしましては地域密着型、そしてお金をかけな

い、無駄を省く。ＬＣＡ（ローコストアクアリウム）

というものを提唱しております。これは入館料が安い

ということではなく少ない予算で一流並みの内容を提

供できる水族館ということでその第１号がこの田辺市

の水族館になればと考えております。水族館の仕事は

お客様に魚を見せることが仕事の半分、残りの半分は

地域に対する奉仕だと考えております。

正式名称は「田辺市立エビとカニの水族館」で愛称

は「アクア・べんけい」（仮称）はどうかとご提案を

させていただいております。田辺市は弁慶と所縁が深

いということもありベンケイガニというカニをメイン

キャラクターにと思っています。

そして水族館だけではもったいない、何かほかの使

い道ということで津波避難タワーを兼ねたものを提案

させていただきました。津波避難タワーに壁をつけた

ものと思ってください。大きな津波が来た場合には２

階、３階の壁が吹き飛ぶようになっています。津波避

『田辺市立エビとカニの水族館

アクア・べんけい(仮称)』

すさみ海立
エビとカニの水族館

館長

森 拓 也 様

難タワーというものは津

波がこなければ無用の長

物です。津波のないとき

には水族館、津波が来た

ときにはそこに逃げると

いうわけです。

また水族館というもの

は意外に防災機能がある

のです。先日の台風の時に太地町から頼まれて活魚タ

ンクをお貸ししました。車に積んで給水車として活用

したそうです。私どもは移動水族館用に組み立て式の

プールを持っています。これに大型のヒーターを入れ

ればお風呂になります。ろ過装置もありますから循環

させてきれいなお湯に入っていただけます。自家発電

機で電気の供給も可能です。ただの観光施設としてで

はなく防災機能、津波避難機能を持たせれば決して無

駄な費用にはならないと思います。

私の友人からイルカセラピーとして生簀ではなく扇ヶ

浜のビーチで海水浴に来たお客さんがイルカと遊べる

施設も作ったらどうかと提案がありました。いろいろ

規制はございますが可能だと思います。まだ国内には

そのような施設がございませんので話題になるかと思

います。

そして水族館はサービス業だと考えています。水族

館の内装、設備などのすべてを地元の企業さんに引き

受けてもらい田辺市の企業、地場産業のショールーム

的に使えないだろうかとも考えております。

最後に「おい、エビとカニの

水族館、田辺にあったらええな」

と、さりげなく応援していただ

けたらと思います。

榎本長治氏のホールインワン記念コンペ成績
（Ｗペリア）

１月２２日(参加27名) 白浜ＧＣ

順位 氏名 グロス ハンディ ネット

優勝 廣本 喜亮 ８１ ９.６ ７１.４

２位 中田 吉昭 ８４ １２ ７２

３位 新井 康司 ９０ １５.６ ７４.４

※ﾆｱﾋﾟﾝ賞 №3-中田､長野 №6-岩本､渡部 №18-西嶋､都志見

ロータリーゴルフ１月例会成績
１月２２日(参加27名) 白浜ＧＣ

順位 氏名 グロス ハンディ ネット

優勝 中田 吉昭 ８４ ２０ ６４

２位 廣本 喜亮 ８１ １０ ７１

３位 廣本 桃子 １０２ ３０ ７２

※榎本長治氏のホールインワン記念コンペと同時開催
のためNP賞はありません。

※次回は2月１2日(日）スタートAM9時38分白浜ビーチ

しょうわ会 松本 哲しょうわ会会長

・本日より2月16日(木)夜6時30分より海鮮問屋｢丸長｣

にて行いますしょうわ会の出欠表を回覧します。

会報委員会 阪本哲次委員

・先週発行の会報で中西名誉会員の欄に漢字の変換間

違いがありました。｢今年も我を捨てて｣とすべき所

を「今年も顔を捨てて」となっておりました。ここ

に訂正してお詫び申し上げます。

親睦活動委員会 池永康則委員
・3月18日に会員家族会を行います。各自トレーに行

程表を入れています。大阪方面日帰り旅行です。出

席表を回覧しますので参加よろしくお願いします。


