
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

湯河原ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

例会 第 2836 回 

2021 年 6 月 4 日(金)    天気：雨 合唱：君が代 

会 長 山本明峰 

 幹 事 佐藤友彦 

 

事務所：神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 566 湯河原温泉観光協会内 

TEL 0465(64)1234  FAX 0465(63)1716 

例会場：ニューウェルシティ湯河原 静岡県熱海市泉 107 
TEL 0465(63)3721  FAX 0465(63)6401 

例会日：毎週金曜日 12:30～13:30 

会長挨拶 

6 月に入りまして、今年度も残すところ愈々一ヵ月となりました。

冒頭ご紹介いたしました様に、本日は露木 AG,木村 AG エレク

トが年度末のご挨拶ということで来訪下さいました。一年間色々

とご指導・ご支援下さいましてありがとうございました。来年度も変

わらずに宜しくお願い致します。さて、先程例会の前に 12 回目・

最終の理事会を開催いたしまして、次年度への申し送り事項、

引き継ぎ事項等の確認をいたしましたが、理事のメンバーの大半

が次年度も留まるということもあって、これと言った懸案もなく何と

かスムーズに移行出来る見込みです。今年度理事の皆様にはコ

ロナ禍にあって一年間色々とお骨折りいただきました。残り一ヵ月

何とか大過なく運営できますよう引き続きお願い致します。 

 

幹事報告 
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出
席
報
告 

ゲスト 1 名 ビジター 2 名 会員 25 名 

欠席 5 名(免除者 2 名) 前回の修正出席率 70.83% 

出席率 86.96％ 前々回の修正出席率 75.00% 

事前メークアップ 0 名  

ゲスト 米山奨学生 トン タット，ミン フィ君 

露木 清勝 第 9 グループガバナー補佐（小田原城北 RC） 

木村 隆也 第 9 グループガバナー補佐エレクト（小田原 RC） 

スマイルBOX 6/1～4 

それでこそロータリー 四つのテスト 

結婚記念日 山本明峰君（6/1） 

第９グループガバナー補佐 露木清勝君 

（小田原城北ＲＣ） 

本年度一年間大変お世話になりました。ありがとうございました。

本日は、次年度ＣＡＧＥの木村さんをご紹介させていただきま

す。よろしくお願い致します。 

第９グループガバナー補佐エレクト 木村隆也君 

（小田原ＲＣ） 

この度、2021～2022 年度第９グループガバナー補佐を拝命

いたしました小田原ロータリークラブの木村と申します。１年間よろ

しくお願い致します。 

山本明峰君･佐藤友彦君 

露木ＡＧ様、一年間お世話になりました。有難うございます。 

山本明峰君･室伏学君･望月博文君 

木村ガバナー補佐エレクト次年度よろしくお願いいたします。 

伊藤伸之君 

露木補佐大変お疲れ様でした。木村補佐エレクト次年度宜しく

お願いします。 

神谷一博君 

露木ガバナー補佐一年間お役目ご苦労様でした。木村次年度

ガバナー補佐本日は湯河原ロータリークラブへようこそ。次年度ご

指導よろしくお願い致します。 

青木義美君 

２週続けて欠席ですいません。熱海市内工事の定例会が金曜

日になってしまいました。 

高杉尚男君 

本日の理事会にて出席免除が認められました。 

 

ガバナーより 
１．６月のロータリーレート １ドル１０９円 
 
連絡事項 なし 
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「ものづくり補助金」の監査について 
先週ですが、1 年前の卓話でお話しした「ものづくり補
助金」の監査が入りましたので、そのお話をさせていた
だきます。 
まずは「ものづくり補助金」の概略を示します。ものづ
くり補助金とは経済産業省所管の補助金で、中小企業
庁と独立行政法人中小企業基盤整備機構がものづく
り・商業・サービス生産性向上促進委員会として実施す
る「ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助
金」の略称です。中小企業における新商品や新サービス
の開発、あるいは新たな生産方式の提供や導入といっ
た、経営刷新のための設備投資などに交付される補助
金です。事業類型には一般型、グローバル展開型、ビジ
ネスモデル構築型の 3 種類があります。私が事業所の
中で採択されたのは「新しい生産設備（柑橘類の搾汁ラ
イン、総工費 1500 万円）」で、事業類型は一般型（補
助金の上限が 1000 万、補助の上限が 3 分の 2）です。
以前は手作業で行っていた温州みかんの皮むきといっ
た作業が、この新しい生産設備の導入によって、効率化
に加え、それまで搾汁が難しかった品種（湘南ゴール
ド）などの搾汁も可能となりました。 
皆さまの中にも補助金の申請を経験されている方も多
いかと思いますが、もの「ものづくり補助金」は難易度
が高く、湯河原でこの補助金を申請した人はおそらく
私だけだと思われます。またこの補助金への監査は非
常に厳しく、導入 1 年目となる今年からさっそく厳つ
い方が 3 名ほど、一日中付いて回ってきました。監査
のポイントは「そもそも補助金の対象となった設備が
あるか」に始まり、事細かにチェックしていきました。
監査は向こう 4 年間、毎年お越しになるとのことで、
非常に憂鬱です。設備の導入で雇用が増えたか、売り上
げが上がったか、品質（衛生面、物持ち）がどうなのか
など、1 週間にわたり缶詰めで対応しておりました。こ
のような事情もありなかなか例会に参加できず、申し
訳なく思っています。 
さて、元々湯河原の旅館さんと取引させていただいて
いますが、去年に関しては昨今の事情もあってお客様
が少ない状況でありました。こういった状況だからこ
そできることはないかと模索しながら、導入した設備
を最大限活用し、様々な品物を検討しています。最近で
はトマトの搾汁の挑戦に成功し、ブドウ、リンゴ、ナシ
といった新たな果実の搾汁をテストしております。ま
た、このように厳しい監査が付いて回る「ものづくり補
助金」ですが、懲りずに 2 回目の申請を行おうかと考
えています。申請から承認まで 10 ヶ月ほどかかるうえ
に、監査の目も厳しくなるわけですが、挑戦していこう
かなと考えています。 
次回の卓話は万全を期して、 
新しい商品を用意できるよ 
うに頑張っていきたいと思 
います。本日はありがとう 
ございました。 
 

卓話：櫻井武志君
露木 清勝 ガバナー補佐（小田原城北RC） 
 皆さまこんにちは。ご無沙汰しております。今年は
1 年間、コロナの影響もあって、地区もクラブも苦労
が絶えなかったことと思います。第 9 グループの IM
は箱根 RC がホストとなって準備を行ってきました
が、最後は中止の判断となりました。IM では映画監督
の「すずきじゅんいち」さんをお招きしての講演も予
定しておりました。今日はすずき監督の作品 DVD を
持参しました。今の世界はコロナ禍によって差別やヘ
イトクライムが横行していますが、この作品は 70 年
以上前の、戦時中のハワイをテーマにドキュメンタリ
ー方式で撮影したものです。興味ある方はぜひご覧く
ださい。 
 
木村 隆也 次年度ガバナー補佐（小田原RC） 
 湯河原 RC の皆さま、こんにちは。本年度露木ガバ
ナー補佐の後を継ぎまして、RI2780 地区第 9 グルー
プのガバナー補佐を拝命させていただきました、小田
原 RC の木村隆也と申します。来年度はメータ次年度
RI 会長のテーマ「奉仕しよう みんなの人生を豊かに
するために」と、次年度当地区ガバナーである田島透
ガバナーエレクト（ふじさわ湘南 RC）が打ち出されて
いる地区の方針「Do more EndPolio, Grow more 
Membership（ポリオ撲滅と会員増強）」を軸に活動し
ていくことになります。特に 10 月 24 日の「世界ポリ
オデー」と、来年 1 月開催の「ロータリー奉仕デー
（IM に代わるもの）」が重要です。どちらも地域社会
にインパクトを与えるもので、多様な人々との出会い
を通じて会員増強に繋げていきたいと考えています。
次年度も室伏会長エレクトはじめ湯河原 RC の皆さま
には、色々とご協力していただきたいことが多いかと
思いますが、同じ第 9 グループの仲間ということで、
ぜひともよろしくお願いしたいと思います。今はコロ
ナ禍で地域社会も大きく変化していますし、ロータリ
ーの奉仕の在り方も変化していくと思われますが、私
もガバナー補佐として、RI の方針、ガバナーの方針を
よく理解しながら、皆さまに伝えさせていただきま
す。どうぞ 1 年間、よろしくお願いします。 


