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 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 

本日のプログラム 次回のお知らせ 

2019-2020年度クラブ方針 

 明日に繋がる活動  
  Activities for a brighter future 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（北畑親睦活動副委員長） 

会員誕生：成川（雅）君、嶋田（ひ）君 

配偶者誕生：石垣よしみさん、脇村佳世子さん、 

        應地拓子さん 

結婚記念：上野山（栄）君、北畑君、大塚君、井上君、川

口君、石垣（泰）君 

 

 

左：11月お誕生日の嶋田（ひ）君 

下：11月結婚記念日の皆様 

（左から）川口君、井上君、石垣

（泰）君、上野山（栄）君、北畑君 

  おめでとうございます！！ 

 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９３０回例会） 

令和元年１１月１４日(木）  

（橋本会長） 

 

(北畑親睦活動副委員長) 

ゲスト：上山翔海君、橋本浩起君、 

    東翔大君、矢舩叶憂也君 

   （和歌山県立有田中央高等学校 農業系列2年生） 

    稲垣裕之様、山内康史様 

   （和歌山県立有田中央高等学校 農業科教員） 

    任泰然君（米山奨学生） 

 

（橋本会長） 

 

  令和元年１１月２１日 第２９３１回 

・外部卓話：小川 裕康 氏（紀美野町副町長） 

 「住民活力でつくるまちづくり」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

  令和元年１１月２８日 第２９３２回 

・会員卓話：大塚 美晴 君 

  「相続税について」 

・ソング：「四つのテスト」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９３０ Nｏ． 

島 海碩 書 

ゲスト･ビジターの紹介 

今月の誕生・結婚祝 

米山奨学金授与 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

橋本 拓也 

中元耕一郎 

脇村 重徳 

米山功労者表彰 

 

橋本会長より 

１１月の米山奨

学金が授与され

ました。 

 

 

ロータリー米山記念奨学会よ

り、成川(守)君に感謝状が届きま

したので、嶋田(ひ)米山記念奨学

会委員長より授与されました。 

第32回メジャードナー： 

         成川守彦君 



２ 

ロータリー財団月間 

（井上副ＳＡＡ） 

橋本君：有田中央高校の皆様、ようこそ有田ＲＣへお越し

下さいました。本日の卓話よろしくお願いします。 

中元君：有田中央高校の皆様、本日の卓話よろしくお願

いいたします。 

成川（守）君：ＩＭ出席の皆様、ご苦労さまでした。中元幹

事、お世話になり、ありがとうございました。 

上野山（捷）君：有田中央高校の皆様、ようこそ有田ＲＣ

へお越し下さいました。 

脇村君：中元幹事、先日のＩＭではお世話になり、ありが

とうございました。 

岩本君：有田中央高校の皆さん、本日はご苦労様です。 

松村君：今月はロータリー財団月間です。さっそく、多く

の寄付をいただきました。ありがとうございます。 

上野山（栄）君：有田中央高校農業クラブの皆様、ようこ

そ有田ＲＣへ。発表楽しみにしています。 

嶋田（ひ）君：有田中央高校農業クラブの皆さん、卓話よ

ろしくお願いします。 

川口君：有田中央高校農業クラブの皆さん、ようこそ有田

ロータリークラブへ。本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。 

石垣(泰)君：有田中央高校農業クラブの皆さん、ようこそ

有田ＲＣへ。本日の発表、よろしくお願いします。 

木本君：有田中央高校農業クラブの皆さん、ようこそ有田

ロータリークラブへ。本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

菅原君：有田中央高校の皆様、ようこそ有田ロータリーク

ラブへ。本日の卓話よろしくお願いします。 

北畑君：本日、有田中央高校農業クラブの皆さん、卓話

よろしくお願いします。 

嶋田（恵）君：有田中央高校農業クラブの皆さん、ようこそ

いらっしゃいました。卓話楽しみにしています。よろしく

お願いします。 

山口君：久々の参加ですが、本日はよろしくお願いしま

す。 

井上君：皆様、ようこそ有田ＲＣへ。 

 

（石垣（泰）例会運営委員長） 

本日の会員数３１名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２５名 

（出席規定免除会員７名） 

 

（橋本会長） 

「IMについて」 

 11月10日（日）に、御坊ＲＣが

ホストを務められ、2640地区分

区2組の Intercity Meetingが御

坊商工会議所で開催されまし

た。当クラブからは11名が参加

しました。参加された皆様、たい

へんご苦労様でした。 

 少し、IMの開催内容について

紹介します。 

大きな項目は３つ、 

①成川PDGからIMの歴史とIMとは何かについて分かり

易く解説して頂きました。 

  IM開催の目的：ロータリーの情報を広め、ロータリー

に関する教育を行い、かつ地域の会員相互のロータ

リーに関する議論を通じて友好をはかること 

  内容：事前会議（クラブ委員長会議）＋本会議（講演

会等） 

  出席義務者は、入会3年未満会員及び事前会議該当

クラブ委員長 

②2660地区の山本博史直前ガバナーによる 

           基調講演「ロータリーの理念」 

・「RIとクラブ」「地区とガバナー」「RIの方針」などについ

て解説され、その後山本直前ガバナーのロータリー入

会から現在までのロータリーでの経験を紹介して頂き

ました。「頑張り度」や「楽しみ度」を経年変化のグラフ

で示してくれました。 

③参加者全員によるグループディスカッション 

・テーマ：“今でしょう！ ロータリーの理念を学ぼう”  

                「楽しめる ロータリー」 

・会長G・幹事G・会長エレクトG・社会奉仕G・クラブ奉仕

G・青少年奉仕G・国際奉仕G・職業奉仕G・新人Gの9

つのグループ 

・以下、各Gからの発表で興味を引いた事 

 1）親睦会の活用（釣りクラブやゴルフクラブ、野球クラブ

などクラブサークル的な活動） 

 2）月の例会のうち一回を夜間例会とし、酒を飲みなが

らの親睦会 

 3）ニコニコは、例会で本人が楽しかったことを話す場と

する 

 4）服装は自由とする 

 5）市民対象のイベントを開催し、収益金をポリオや米山

の寄付とする 

参考になる取り組みがたくさんありましたので、今後のク

ラブ運営の参考にさせて頂きたい思います。 

 

（中元幹事） 

１．地区より 

①2019-2020年度国際ロータリー

第2640地区、地区大会参加の

お礼が届く。 

②2019学年度2640地区米山学

友会総会及び米山奨学生クリ

スマス会の案内が届く。（川口

カウンセラーにはメールで、嶋

田ひで委員長にはFAXでお

知らせをしました。） 

③クラブ情報規定委員長会議の案内が届く。（中村委員

長にメールでお知らせしました。） 

２．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よりハイライ

ト米山が届く。（回覧） 

３．和歌山アゼリアロータリークラブより、川口健太郎カウ

ンセラーに任泰然君の例会卓話に際し、任君に同行

してくれたことに対する御礼の文書が届く。（川口カウ

ンセラーにお渡ししました。） 

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



４．他クラブ週報、例会変更（後方掲示） 

５．2018-2019年度クラブ活動報告書が完成する。（以前

お渡しした、2019-2020活動計画書のファイルに組入

れて下さい。 

６．2019年12月5日（木）の例会を2019年12月7日（土）

PM5:00より有田川町長田のゴールデンリバーで開催

予定のクリスマス例会に変更する。 

 

 

＊Ｒ財団委員会（松村委員長） 

橋本君、上野山（栄）君、菅原君、松村君より、特別寄付

をいただきました。 

中元君、上野山（栄）君、北畑君、木本君、嶋田（ひ）君、

嶋田（恵）君よりポリオプラス寄付をいただきました。 

  

 

地域に自信あり！私たちが繋ぐ、地域そして未来 

～2019年全国農業高校収穫祭、 

       わかやま紀州館での販売を終えて～ 

和歌山県立有田中央高等学校 農業系列2年生 

        上山翔海君、橋本浩起君、 

        東翔大君、矢舩叶憂也君 
本校の農業系列では、果樹・野菜・草花の分野におい

て様々な作物を栽培し、販売しています。昨年までの販

売方法は、校内と校外の２通りで校外での販売は和歌山

市等で行っていました。今年度は従来の販売だけでな

く、新たな販売として「東京販売」に挑戦することになりま

した。「東京販売」とは、2019年全国農業高校収穫祭・わ

かやま紀州館での販売です。販売品目は、地域の特産

品であり学校で栽培している有田みかんです。 

今回の販売目的は、 

①有田みかんを知ってもらう。 

②学校所在地の有田川町を知ってもらう。 

③授業での取組を知ってもらう。 

④販売を通じて、コミュニケーション能力を高める。 

以上の目的で販売を行いました。 

１ 2019年全国農業高校収穫祭について 

11月9日（土）・10日（日）の２日間、大丸東京店12階

レストラン街を会場に行われました。 

学校オリジナルのハッピを着用し、販売ブースに学

校・有田川町ののぼりを立て、商品を詰めた袋には有

田川町のホームページ・フェイスブックへリンクするQR

コードシールを貼り、有田川町のインスタグラムのカー

ドを入れ、幅広い世代の方に学校、そして地域を知っ

てもらえるように工夫しました。販売では最初は上手に

接客をすることができませんでしたが、徐々に慣れて

声を出し、試食を渡し購入してもらえるようになりまし

た。また、海外のお客様も多く、片言の英語で接客し

購入してもらう経験もできました。 

２ わかやま紀州館について 

11月11日（月）10時30分～14時00分の時間帯で販

売を行いました。PR方法は収穫祭同様に、ハッピやの

ぼり、地域のパンフレットの配布等でアピールしまし

た。わかやま紀州館は有楽町の東京交通会館の地下

1階にあり、通行人も多いですが、店頭販売を行った

時間帯は忙しい方が多く、なかなか購入してもらえま

せんでした。試食を渡し、アピール方法を工夫し、なん

とか完売できました。また、わかやま紀州館では、曜日

や時間帯が異なれば売れることも知りました。前日の

大丸での販売が終了後、わかやま紀州館へ行き、16

時頃から急遽販売を行いました。この時間帯は、即位

記念パレードに参列していた人の帰宅時間と重なり、

足を止める方が多く、アピールすることなく、続々と購

入してもらえました。この瞬間、販売することの喜びを

得ただけでなく、東京で販売を行う価値を知ることがで

きました。 

３ 今回の販売で学んだこと 

   人見知りやコミュニケーションが苦手な所はありまし

たが、販売を通じて克服することができました。家業の

みかんにおいても、将来販売方法の工夫を行い、東

京での販売に挑戦したいです。東京での販売を通じ

て、今後の学校生活だけでなく、将来地域のリーダー

になれるように努力したいです。 

４ 私たちのこれからの挑戦 

今後も販売活動に積極的に取り組むだけでなく、地

域の企業の方や農家の方と協力し、地域を盛り上げる

活動を行っていきたいです。 

３ 

ロータリー財団月間 

閉会・点鐘 （橋本会長） 

 卓 話 

委員会報告 

クリスマス例会 
日時：12月7日（土） 

  例会      17：00～ 

  卓話      17：20～ 

  マジックショー 18：00～ 

  懇親会     18：30～ 

 

場所：Golden River  

   有田郡有田川町長田546-3 

   （旧 田殿保育所） 

   電話 0737-53-3005 

 

会費：5000円 


