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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 

2021-2022年度クラブ方針 

クラブで親睦を深め一人一人がそして

クラブが地域を明るくする 

〔松村会長〕 

 「当たり前の事」 

 少し前の新聞で読みました。ある女

性が結婚して夫の親の家の近くで住み

始めてしばらくしたとき、近所の人が亡

くなり、夫の親に言われたそうです。

「明日は揚げ物係で○○さんの家へ

行ってください。」長男の嫁だからお葬

式の手伝いに行きなさいということで

す。 

 この女性は会ったこともない名前も知らない人の葬式を

手伝いに仕事を休んで行きたくなかったので籍を抜いて

事実婚にして長男の嫁を引退したいと夫に泣きついたそう

です。夫が動いてくれて、この女性は揚げ物係をしなくて

もよかったそうです。 

 話は変わりますが、10年ほど前に松村商店の従業員が

毎朝、早起きをして近所にある祠3カ所にお参りしていまし

た。なんでそんなことをしているのかと聞くと、親に言われ

たからとのことでした。 

 又ある人は結婚して夫の実家の近くに住み始めた時、お

墓に花を持っていくように言われました。花を絶やさないよ

うに時々花を取り換えなさいということです。ちゃんとやっ

ているかどうか、他の檀家さんの嫁たちによる監視システ

ムもあるそうです。自分自身が男の子を出産しその子が結

婚して近所に住む迄それを続けなければなりません。 

 しきたりとかみんなどこでもやっているとかいって、そのコ

ミュニティーのニューカマーに強制する事柄があると長男

の嫁は親の近くで住みたくないでしょう。少し離れたところ

たとえば有田川町、あるいはもうちょっと遠い和歌山市に

住みたいのではないでしょうか。こんなところにも有田市の

人工流出の原因があるのかもしれません。 

 最初にお話しした揚げ物係を回避できた女性は例外中

の例外ではないでしょうか。初めて住む場所で、20年以上

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第２９９８回例会） 

令和４年３月１０日(木）  

〔松村君〕 

 

〔脇村SAA〕 

松村君：北畑貴行様、ようこそ有田RCへお越し下さいまし

た。卓話よろしくお願いします。 

川口君：本日の会員卓話、北畑君、宜しくお願い致しま

す。 

上野山（栄）君：北畑君、卓話頑張って下さい。 

中元君：北畑貴行さん、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

井上君：北畑君、本日の卓話よろしくお願いします。 

木本君：北畑貴行君、本日の卓話宜しくお願い致します。 

丸山君：北畑様、本日の卓話、楽しみです。よろしくお願

いします。 

児嶋君：北畑貴行君、会員卓話よろしくお願いします。楽

しみにしています。 

北畑君：本日、卓話させて頂きます。よろしくお願いしま

す。 

嶋田君：北畑さん、卓話よろしくお願いします。楽しみにし

ています。 

辻君：北畑貴行君、本日の卓話楽しみにしています。 

脇村君：北畑貴行君、本日の卓話楽しみです。 

                                                                                                                             

 

〔木本例会運営委員長〕 

本日の会員数２７名 

（出席規定免除会員８名） 

出席会員数２３名 

（出席規定免除会員６名） 

 

  令和４年３月１７日 第２９９９回 

・外部卓話：田中恵子氏（中紀バス(株)有田旅行センター所長）

「中紀バスヒストリー そして、やっぱり私はバスが好き」 

・ソング：「四つのテスト」 

  令和４年３月３１日 第３０００回 

・外部卓話：西村昴朗氏（ヤビツビレッジ代表） 
 

・ソング：「我等の生業」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９９８ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 

会 長 

幹 事 
R広報委員長  

松村 秀一 

川口健太郎 

児嶋 正人 



慣れ親しんだ苗字から新たな苗字に変わったばかりの人

が新しい環境の中でNOというのは困難でしょう。 

 ドメスティックバイオレンス（DV）の事も少しお話ししま

す。というのもDVとは「ジェンダーに基づく暴力」だからで

す。DVは8種類の暴力に分類できるそうです。①怖がら

せる、②精神的虐待、③孤立させる、④軽視、否定、矮

小化、責任転嫁、自己正当化、⑤子どもを使う、⑥男とし

ての特権を使う、⑦経済的暴力、⑧強制や脅迫、だそう

です。 

 長男・嫁・家などジェンダーバイアスに関係のある言葉

を含む話には注意を払いたいと思います。 

 

 

〔川口幹事〕 

本日の幹事報告5件ございます。 

・和歌山県より「まん延防止等重点措

置」解除と引き続きの注意喚起 

・地区より2021学年度 米山記念奨学

生 修了式の案内 

・地区より2022-23年度の為のPETS開

催の案内 

・地区より「2022ウクライナ危機」支援金募集停止のお知

らせ 

・地区よりロータリー財団補助金管理セミナーの案内 

 

 

〔井上R広報委員〕 

【横組】 

P.5～ 

RI会長メッセージ 

P.17～ 

RI会長エレクト「夢をつなぐ」 

P.23 

船上のロータリー例会「それでこそロー

タリー」の実践 

【縦組】 

P.4～ 

まずは生き抜く、そうでないと他の人を助けられない 

P.22 

コロナ禍での発表の場の提供 

P.29 

12月号の感想 

 

 

 

※丸山次年度幹事 

 第2回次年度理事会開催のお知らせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「技術進化する社会へ」 

 

 

  会員  

   北畑 貴行 君 
  

 

 

 

みなさんこんにちは。 

 今回、名前は固いですが内容は、NETや自術の発達

によって進化した様々な事柄を事例を交えて発表させて

いただこうと思っています。 

 有田ロータリークラブには幅広い年齢層の会員がいま

すので知ってるよ、とのことも多いかと思いますがよろしく

お願いします。 

 

事例1 販売経路をNETに拡大したビジネス 

・既存の商品をNET販売により、不特定のユーザーを幅

広く獲得したビジネスモデルを展開 

・元々商品に価値があるからこそ一般ユーザーに広がり

をみせました 

・今では当たり前になっていることを先駆けて行った結

果、広く認知された 

例１ K水産 

・ウナギをNETで販売し、売り上げを大きく伸ばした 

・元々販売していた既存商品をNETで販売するビジネス 

例2 T物産 

・みかんのNET販売を先駆けて始めた企業 

・元々はカニのNET販売を見て始めることに 

・ノウハウを利用し、みかん以外にも多種多様な商品を販

売している 

 

事例2 定額制（サブスクリプション）のビジネス 

・いわゆるサブスクと世間で言われている手法で本来一

つ一つの商品を、定額を払えば好きな時、好きなだけ

受けられるサービス 

・食事でいえば、ビュッフェ・バイキング・食べ放題みたい

なものです。好きなものを好きなだけ。 

・現在、多種多様なサービスが展開されています。 

例3 Netflix 

・映画・アニメ・ドラマなどを月々の定額制で見放題になり

ます 

・好きな時に好きなだけ見る事が出来ます 

・アマゾンプライム・Huluなど定額制の会社があり、個別

のサイトで見れる作品もあります 

例4 ポティファイ 

・こちらは音楽の定額制サイトです。音楽が月々定額で

聞き放題になります 

・このようなビジネスの台頭でツタヤなど、コンテンツのレ

ンタル産業は厳しくなっています 

スマホで聞けたり見れたりしますので、お出かけ先や車

中でも楽しめます 

２ 

水と衛生月間 

 幹事報告  

 卓 話 

ロータリー友誌  

委員会報告  



例5 食事のサービス 

・毎月定額で冷凍便の食事が届くシステム 

・月に何食希望かで金額がかわります 

・メニューが日替わりで大量生産ができ、食材ロスを少な

く提供できる 

・他サイトではお菓子や地域の名産品を定額制で届ける

サービスもあります 

例6 カリトケ 

・時計を定額でレンタルするサービス 

 動画や音楽以外にも現物を定額レンタルするサービス

が多様にあるようです 

・他サイトですがカバンやアクセサリー・化粧品の購入、

カメラの定額レンタルサービスもあり、好きなものが好き

な時に使用できるサイトもあります 

・需要と供給がNETの中で場所を問わずビジネスになる 

 

事例3 情報を個人で売るビジネス 

・多数・少数かかわらず、内容自体を紹介するビジネス 

・広告料で収入にする、加入者からも収入を得るなど

様々な方法がある 

・代表的なものでYoutube、TikTokなど 

例7 Youtube 

・誰もが動画を投稿し、広告料で収入を稼ぐことが出来る 

・個人に企業が広告料を払うシステムで何億円も稼いで

る方もいます 

・今や子供のなりたい職業上位ランクです 

例8 オンラインサロン 

・個人が個人に情報を発信、月付きの定額制や興味の

あるところだけ情報を買い取るビジネス 

・塾や予備校にお金を払う感覚に近く、好きなジャンルの

情報を得られる 

・コミュニケーションをとりながら講師（サロンオーナー）か

ら知識を得られる 

サロンの中でコミュニティができる 

 

身近で活用できるサービス 

 ここまではNETを活用したビジネスの紹介ですが、普段

我々は地域の中で生活をしていることのほうが多いので

はないでしょうか？ 

 個人、法人かからわず技術や形態がある商品などを少

し紹介します。 

 

事例4 個人から個人につなぐビジネス 

・個人が持っている商品や能力を個人（法人）に販売す

るビジネス 

・やはりNETが普及したこそできたビジネス 

・だれもが参入でき、収入を得ている（副業含む） 

例9 メルカリ 

・NET上のフリーマーケットを毎日開催している 

・個人が持っている中古品（新品）を個人に販売するビジ

ネス 

・フリーマーケット会場に足を運ばなくても気軽に買えま

す 

例10 ココナラ 

・自分の持っている技術を販売しているサイト 

・イラストや手芸、HP作成など多くのスキルを販売してい

る 

・本来、企業に発注するべき技術を個人に金額に合った

提供ができる 

・ちょっとしたことがここで解決するかも 

例11 民泊 

・air bnd エアービーアンドビ―などのサイトがある 

・自分の持っているアパート・空き家などを旅行客にホテ

ル代わりに貸せる 

・個人が空き家などを有効活用できる 

 

事例5 和歌山県内から発信している企業 

・他にも和歌山県内が本社のNET企業がたくさんありま

す。一部ですがご紹介させていただきます 

・少しのきっかけ、アイデアが実っていくことがあります 

例12 服のオンラインショップ 

・和歌山市で早くからNETでTシャツを中心に販売を行っ

ている会社 

・若手社長が30万円を元手に始めました 

・ZOZOTOWNや楽天、Amazonにも出店しています 

例13 家具のオンラインショップ 

・海南市で早くから家具をNET販売を行う 

・楽天での販売が大バズリ 

・創業者は2014年に会社を売却した  

 

事例6 すでに当たり前に使っている技術 

・ロータリーでも活用しています 

・便利さ・実用性はもはやスタンダードになっています 

例14 ZOOM 

例15 スカイプ 

・コロナ禍でWEB会議などよく使われる様になりました 

・世界中どこでもテレビ電話が複数人で可能になりました 

・ZOOMと同じサービスです 

例16 LINE（グループライン） 

・文字と写真を多人数で共有できます 

 個人間から仕事でも活用しています 

・文字として残るので、繰り返し確認できます 

建設業の進化もご紹介します 

・昔は大工さんが木材を手刻みで家を作っていました。

今はプレカット技術が進化しています。鉄骨造にもプレ

カットの技術があります 

・クラウドなどを活用し、現場の一元管理。監督の労働時

間削減になる、かも？ 

・我々建設業にも技術革新が進んでいます 

例17 システム建築 

・従来、鉄の骨組みを組んで、いわゆる鉄骨造として建

築していた倉庫・工場・店舗をプレハブの要領で工場

生産し現場で組み立てる工法 

・工期の短縮と近年高騰している鉄材のコストカットが可

能 

・近年和歌山県でも物件数が増えており、倉庫や工場の

建築が多くみられます 

例18 現場の一元管理 

・アプリを使った現場監理 

水と衛生月間 

３ 



・従来、現場監督は１人（現場所長）が一つの現場の工

程・品質・発注を個別に行っていたのを共有アプリで一

元化 

・本社で各現場の進捗を細かく共有できる 

・複数人が同じ写真・工程表を同時に確認できる 

例19 建設業の技術革新 

・ICT（情報通信技術）の導入が進んでいます 

・現場のデータを集積することによってスムーズな現場進

行を可能にする技術 

・例えば、建設機械にデータを呼び込ませ掘削場所、掘

削高さをコントロール、現場での掘削ロス、技術者によ

る個人差を並列化できる 

・図面データを元に3Dデータを作成し、図面通りの作業

を行うことが出来る 

・現在、無人重機の開発も進行中です。そのほか各方

面でもどんどん開発が進んでいます。 

業界全体の人材不足の解消が期待されます 

・ドローンを使った現場写真も可能になり。建設現場の確

認等使い方は多岐にわたります 

・山奥の現場などでの測量に活用、人が行けない場所で

も撮影ができ、危険作業の事前確認や遠隔での現場

指示が今後増えてくると思います 

 

未来ならできるかも・・・ 

・ロータリーオンラインサロン 

 講師をロータリーで一元化、好きな卓話を選んで動画

配信、使った分だけ課金する 

・VRで世界の会議へ参加 

・クラウド上で健康チェック。 異変があれば自動で通報

するシステム 

・ユーチューブライブで店舗を24時間生配信 防犯率が

UPするみたいです 

 
 

 

 

 

 

 

水と衛生月間 

４ 

閉会・点鐘 〔松村会長〕 

日程 ４月の例会プログラム 

4/7(木) 

戦略計画委員会 

クラブフォーラム 

「委員会組織について」 

4/14(木) 休会 

4/21(木) 

外部卓話 

末吉 亜矢 氏 

（不動産・貸しビル業  

   三商 代表取締役） 

4/28(木) 3000回例会達成記念例会 

 

  次週3/24（木）は 

   休会です 

 

～過ぎし時に敬意を表して～ 

ポールハリス語録 
 

国家がもつことのできる最大の資産は、平和とい

う資産です。 

それは、耕地よりも、豊かな鉱山よりも確かなも

のです。 

（ベルギー、オステンドで開かれた1927年RI国

際大会でのメッセージ）  

 

The greatest resource which a nation can have is 
the resource of peace; it counts for more than ara-
ble lands, more than of untold riches.  
(Message to 1927 RI Convention, Ostend, Bel-

gium)  
 

ポールハリス語録74（2014年1月2日配信） 

関場慶博ＪＲＩＣ理事 メ―リングリストより引用 


