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山本会長の時間
皆様、こんにちは。今日は山科会員から
のご紹介で、
「知っ得ずし検定」の関健様の
卓話を予定しております。後程、よろしく
お願い致します。もうお二人の方は「NPO
法人逗子まちなかアカデミー」理事長の田
中尚武様と理事の小谷洋一様です。
私事ですが、3 月 11 日・12 日の 2 日
間、保護司会の研修で福島県に行ってまいりました。11 日は
福島刑務所支所（女子刑務所）で研修を行い、その後、被災地
を回りました。地震・津波・東京電力福島第一原子力発電所の
事故から 8 年が経ち、2 年前に訪れたときに比べると、少しず
つ復旧が進んでいるのが感じられました。
南相馬地区と、原発からほど近い浪江町にも行って来ました。
浪江町の大平山霊園では、地元の元警察署長より、地震の後で
浪江小学校の先生が児童を 1.5ｋm 離れた大平山まで連れて登
り、その直後に大きな津波が来たとの話を伺いました。原釜地
区にある、尾浜海水浴場の慰霊碑と鎮魂祈念館では、
「思い出の
品展示場」が印象的でした。津波で流された品が多く展示され
ており、8 年前の震災が生々しく思い出され、強い衝撃を受け
ました。原発からの立ち入り禁止地域では、距離によって 1 ヵ
月あたり一人 10 万円の支給があり、5 人家族ならば、1 ヵ月
50 万円が支給されるそうです。そのために住民票を移さない
家族も多くあり、また、子供たちの中には「俺も 10 万円もら
っているので、その分をよこせ」と主張する子もいて、家族関
係が悪化しているケースもあるようです。原発のために住めな
くなった土地には、ソーラーがあちらこちらに造られており、
120 万基のソーラーがあるとの話でした。放射能の問題もあり、
福島では、今後原発には頼らずに電気を確保していく方針のよ
うでした。
震災から、
「まだ 8 年」なのか、
「もう 8 年」なのか。放射能
被害を受けた被災者の方々には、今後、厳しい現実があるよう
でした。南相馬・浪江地区の空き地に汚染土が積まれている光
景を見ると、各地に仮置きされている大量の汚染土をどこに持
っていくのかなど、今後がますます不安になっていくような思
いがありました。
これで、会長の時間を終わらせて頂きます。それでは関様、
卓話をお願い致します。

清水幹事 到着物：ガバナー月信３月号
週報：鎌倉 RC
例会変更案内：横須賀北 RC…４/２（火）休会
その他：3/12（火）会長幹事会にて、会員の退会者が増え
ているので、会員増強に力をいれ、第２Gr.で、目
標 10 名を増やしましょうと話し合いました。皆
様、御協力宜しくお願い致します。
委員会報告 清水幹事：本日、18 時 30 分より、哉吉にて、
プログラム委員会、親睦委員会を行います。委員会
の方は、宜しくお願い致します。
大野会長エレクト：3/12 藤沢商工会館にて PETS が開催、
出席してきました。色々と勉強させて頂きました。
（詳細は次回会報にてご報告）

【北島会員よりお知らせ】
会社を退任致します。又、自宅も
遠いので今後は隠居させて頂きます。
とても良い経験をさせて頂きました。
ありがとうございました。

3 月の誕生日・結婚記念日のお祝い（敬称略）
会員：清水惠子、桐ケ谷覚
ﾊﾟｰﾄﾅｰ：山本康子（由夫）
結婚祝：矢部光治
湊屋孝之

美代子、鈴木安之
良子、臼井浩

宏子、

タミ、草柳博・範子、

岡本久・明美

【出席報告】

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者 22 名

出席率 47.82%

財団ニコニコ

矢部（光）、鈴木（安）

米山ニコニコ

船津、鈴木（安）

各 ＄10
各 1,000 円

関

「知っ得ずし検定」

Tea

健氏

Salon

PAPAGENO

NPO 法人 逗子まちなかアカデミー
逗子まちなかアカデミーの活動は、一つは、さざなみホールで平井前市長も交え、６５名ほ
どが集まり外国との交流の国際パーティを行った、また、米軍で逗子住まいの 3000 人程住ん
でいるので、彼らと逗子の子供・家族とで交流しようと池子の森で他団体とも国際交流イベン
トにも参加した。
それからサードエイジ連続講座を２０１６年から開始した。演題としては池子の森の物語と
か自然遷化で逗子の海はどうなっているか、逗子の文化、商業、はどうなっているのか。から
始めて、第二期は小坪の話、震災の話、逗子が生んだ海岸の真白き富士の話等を行った。第三
期は前年ですが、古民家・長嶋邸の話、別荘の話を行った。今期はお客様をもっと集める為、
パンフレットチラシを入れ、横須賀線の話とか、小坪の思い出橋とかの話をさせていただいた。
そういう活動の中で勉強した知識をもっとまとめて何かできないかとのことで、鎌倉検定、横
浜・神奈川検定はあるが逗子はない。そこで、我々は逗子に関するいろんな問題・自然・景観、
歴史・史跡、神社・寺院、文化・芸術、暮らし生活等５分野から 120 問をＱ＆Ａ方式の参考図
書を作り始めました。その中の一端として、今から「逗子をどのくらい知っているか」のクイ
ズをご披露したいと思います。

「知っ得ずし」クイズ
１．逗子の木（昭和４９年制定）と花（昭和５９年制定）の名前は？
２．逗子で一番高い山の名前は？
3.

[答え] １．二子山

[答え]

208m

木：つばき

２．鷹取山

花：ほととぎす

139m

３．披露山

92m

神奈川の名木 100 選に選ばれている市内の木は、神武寺のなんじゃもんじゃ（ホルトの木）ともう一本はどこの何の木？
[答え]

４．市内で一番古いお寺は？

沼間、五霊神社の大いちょう…樹齢：800 年、樹高：25m、胸高周囲：6.7m

[答え]

１．岩殿寺

３．延命寺

721 年（養老 5 年） ２．神武寺

724 年（神亀元年）

729～749 年（天平年間）

５．市内には国指定の史跡が３か所ありますが、名越切通と残り２か所は？ [答え] ②長柄桜山古墳群

③和賀江島

６．源頼朝が妻政子の安産を祈願して神武寺に奉納したものは何か？
①神馬（しんめ）

②絵馬

③灯篭

[答え] ①神馬

７．逗子の市域に占める公園面積比率は次のどれか？①５．２％
[答え]

①約１，５００人

[答え]

③は横須賀市
③約３，０００人

①泉

鏡花

②徳富蘇峰

③徳冨蘆花

③徳冨蘆花
①５０４人

[答え]

②は横浜市
②約２、０００人

③約 3,000 人…意外に多い！

９．
「自然と人生」、
「不如帰」などの著作で逗子を有名にした作家は？
１０．市内の外国人登録住民数は何人でしょう？

③５．０％

①5.2％…県内 No.1

８．池子の米軍住宅にはおよそ何人の住民がいるでしょうか？
[答え]

②４．１％

②２２８人

①504 人（‘18 年 3 月末）

③１，３１５人
②は葉山町

③は鎌倉市

知っ得ずし事業化の基本コンセプトは逗子市シティプロモーション戦略への寄与と市民活動の活発化が目的。逗子の歴史や
文化を知り、享受しその魅力・楽しさを発信し合う新たな市民コンシェルジュ作りを目指す。そのため市民や市外の人々に逗
子をよく知ってもらうためのまち作りツールとして「知っ得ずし」の事業を立ち上げた。
すべて逗子のまちの魅力を市内外にもっと広めて、市民を増やす為の逗子市シティプロモーションの戦略に基づくもので、
今後とも逗子市や各種関連団体、ロータリーの皆様にも我々の活動のご理解と支援をお願いしたい。

ニコニコＢＯＸ

本日合計

￥３４,0００

累計

担当：北島

￥1,４５１,０0０

山本（由）君…11 日 12 日の月火の 2 日間で福島の相馬地区浪江 桐田君…ちょっと遅れました。
地区へ行って来ました。被災地ではまだまだ問題が山積みして 菊池君…関様卓話よろしくお願いします。
おりました。
大野君…3.11 支援活動お疲れ様でした。
清水（惠）さん…3.11 みなさんお疲れ様でした。
服部君…逗子スイミング、無事にリニューアルオープンしま
鈴木（安）君…I.M も無事終え山本会長ホッと、もう少しガンバレ。
した！
安藤君…河津桜を観に行ったが、葉桜でした。ははは！
匂坂君…久しぶりの例会参加です。
船津君…関さん、スピーチよろしく。
横山君…昨日はチャリティーでした。
矢部（光）君…関健様卓話楽しみです！
横瀬君…今月は出席率低くてゴメン。
橘君…春らしくなって桜ももうすぐだ。
岡本（一）君…関様宜しくお願いします。
臼井君…卓話楽しみです。
【本日のゲスト】関 健氏（Tea Salon PAPAGENO）
山科君、山口君、北島君…関さん卓話よろしくお願いします。
田中 尚武氏（まちなかアカデミー）
村松君…桜の開花は早そう。今日、知っ得ずしのお話楽しみです。
小谷 洋一氏（まちなかアカデミー）

