
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

頃より中国密漁船が小笠原の海域に急増し、200 隻以上 

が集結、夜間、父島では異様な光景が広がっています。

高台より海を臨むと、島をぐるりと囲むように、中国

漁船の光であふれ、海上保安庁の巡視船のサーチライ

トも回り続けていると云う状況です。その他、高知県

沖、鹿児島県沖と日本近海に日本の赤サンゴを求め乱

獲が続いている状況でした。以上の様な問題で、日本

政府は 11 月 19 日、密業の罰金を大幅に増やす改正法

を参議院本会議で可決成立しました。11 月 27 日公布、

12 月 17 日施行予定です。現在、漁業主権法と外国人漁

業主権法の罰金の上限を、共に 3000 万円に引き上げま

した。その他、色々の罰則がありますが、必要であれ

ばお調べ下さい。 

これで以前の状態になるかは、はなはだ疑問ですが、

日本国も自国を守るために、一歩進めて強硬に頑張ら

ないとなめられてしまいます。 

以上会長挨拶です。ありがとうございました。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 

1． 国際ロータリー日本事務局よりロータリーレート

変更について 

12 月より１ドル＝112 円（現行 106 円）に変更 

2． 例会変更 

軽井沢ＲＣ 12 月 1 日(月) 

例会場をホテル鹿島の森に変更 

12 月 22 日(月) 定刻受付あり 

12 月 29 日(月) 定刻受付あり 

1 月  5 日(月) 定刻受付あり 

1 月 12 日(月) 定刻受付なし 

  小諸ＲＣ  12 月 10 日(水) 定刻受付あり 

        12 月 31 日(水) 定刻受付なし 

3．週報   小諸ＲＣ 

【本日の配布物】  週報 1254 号 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員 

◆ソング それでこそロータリー 

◆ゲスト 中澤 信一様（NPO 法人こもろの杜） 

 名小路 雄様（NPO 法人こもろの杜） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

長野県では、先の木曽御嶽山の噴火に続き、22 日

夜には地震がありました。小諸地区は震度３で大変

驚きましたが、県北部では震度６弱を記録し、死者

は無い様ですが、白馬村では 43 棟全壊、小川村で 4

棟全壊、けが人多数、その他長野市、松本市等でも

被害が出ています。いつ災害が降り掛かって来るか

解りませんから、お互いに気を付けましょう。 

いよいよ次回より 12 月に入ります。温度計上で

は、1 月が最高に寒いのですが、体に寒さを感じる

のは 12 月ではないかと思います。お互いに頑張り

ましょう。 

12 月はクリスマス家族夜間例会や忘年会など、楽

しい行事がいっぱいです。また、一年の締めくくり

で大変に忙しい月でもありますから、お互いに、体

には充分に注意したいと思います。 

本日の卓話は、NPO 法人こもろの杜理事長 中澤

信一様と施設長 名小路雄様です。中澤信一様は中

澤商事㈱の社長さんです。こもろの杜は「停車場ガ

ーデン」を中心に 6000 平方㎡の市民ガーデンで、

今日はそのお話と思います。よろしくお願い致しま

す。 

今話題になっている、サンゴについてお話をいた

します。 

中国では、富裕層が宝飾品として珍重し、特に日

本で採れる赤サンゴが高値で取引きされています。 

中国政府が近海での採取を禁止しているため、９月 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２５５  平成２６年１１月２５日 
 



◆ラッキー賞 

 ＮＯ．５   依田 晋一君 

 

◆ニコＢＯＸ  中河 邦忠委員 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆出 席 報 告   黒澤 明男 委員 

 

 

 

 

 

【本日のプログラム】   「停車場ガーデン 完成までの経緯」   

NPO 法人こもろの杜 理事長 中澤信一様  施設長 名小路 雄様                                   

      

○平成 19 年度  

用地買収 

建物 → 実施設計 

○平成 20 年度 

大手門修復完成 

工事施工 

NPO 法人「小諸の杜」設立 

○平成 21 年 5 月 

完成 

 

中河 邦忠君 お役目で入れさせて頂きます。 

矢島 栄一君 
中澤さん、名小路さん、今日は宜し

くお願いします。 

黒澤 明男君 
中澤理事長、名小路施設長の話を

期待しております。 

橋詰 希望君 

中澤信一様、名小路雄様、本日は

有難うございます。小山盛夫さんＣ

Ｄありがとう。地震の時、初孫の顔を

見る為に別府にいました。 

渡辺 文夫君 
中澤様、名小路様、卓話宜しくお願

い致します。 

依田 晋一君 
幹事はラッキー賞の当たり役で

す。何と理解してよろしいか 

小山 盛夫君 

停車場ガーデン、好きな場所で

す。多くの人達から愛される場に

なりますよう 

青松 英和君 

橋詰さんに初めてのお孫さん（桃

奈ちゃん）が誕生しました。おめ

でとうございます。 

小林 秋生君 

中澤さん、名小路さん、ようこそ

いらっしゃいました。卓話、楽しみ

でございます。 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  １１月２５日 ２３名 ２０名 事前２名 ３名 ８６.３６％ 

前々回  １１月１１日 ２３名 ２０名 事後１名 ３名 ８６.３６％ 

次週のプログラム  ： １２月 ２日   

クラブ協 議 会  「年 次 総 会 」 

次々週のプログラム： １２月 ９日   

クリスマス家 族 夜 間 例 会  

 停車場ガーデン 完成までの経緯 

  ○平成 17 年 9 月 

     基本構想作成  

     市民によるアイデア会議 

     地元説明会（区・まちづくり推進協議会主体） 

 ○平成 18 年度 

   仮称「大手の杜」 

   公園・道路 → 実施設計 


