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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 

2022-2023年度クラブ方針 

「行動を起こして徳を積む」 

川口君：瀬戸様、岸田様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話

よろしくお願い致します。勉強させて頂きます。 

菅原君：岸田様、瀬戸様、ようこそ有田ロータリークラブ

へ。卓話楽しみにしています。宜しくお願い致します。 

嶋田君：瀬戸悠輔様、岸田勇人様、ようこそ有田ロータ

リーへ。卓話楽しみにしています。よろしくお願いしま

す。 

辻君：BLUE MARBLEの瀬戸さん、岸田さん、本日の卓

話よろしくお願いします。 

橋爪(誠）君：会員の皆様、急に寒くなりました。風邪引き注

意ですよ！！瀬戸様、岸田様、ようこそ有田RCへ。本

日の卓話楽しみにしていました。はりきってどうぞ！！ 

  

    

         〔例会運営小委員会 上野山（捷）委員長〕 

本日の会員数２６名        

（出席規定免除会員８名）    

出席会員１７名 

（出席規定免除会員６名） 

 

〔木本副会長〕  

「僭越ながら、 

 本日会長の代理を務めさせていただきます」 
 皆さん、こんにちは。本日は会長が欠席のため、内規に

より会長代理を務めさせていただきま

す。 

 昨日、私は横浜に出張に行ってきまし

た。客先主催による会議のためで年に７

～8回行かねばなりません。会議の後に

は懇親会があり、約50人規模で開催さ

れます。2020年2月和歌山県でもコロナ

感染者が確認され、全国的に感染が拡大するにつれ県を

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０２６回例会） 

令和４年１２月１５日(木）  

〔木本副会長〕 

 

〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：BLUE MARBLE 

    瀬戸 悠輔氏、岸田 勇人氏 

 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：みなさん、こんにちは。ゲストの瀬戸様、岸田様、

本日の卓話よろしくお願いします。 

木本君：瀬戸悠輔さん、岸田勇人さん、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。 

上野山（栄）君：BLUE MARBLEの瀬戸さん、岸田さん、

ようこそ有田RCへ。本日楽しみです。木本副会長、本

日と来週よろしくお願いします。 

成川（守）君：今日は寒いので暖かいセーターでごめんな

さい<m(__)m> 

岩橋君：瀬戸さん、岸田さん、卓話楽しみにしています。 

上野山（捷）君：瀬戸悠輔様、岸田勇人様、本日の卓話

楽しみにしています。 

橋爪（正）君：瀬戸様、岸田様、本日の卓話よろしくお願

いします。 

脇村君：瀬戸様、岸田様、本日の卓話よろしくお願いしま

す。 

宮井君：瀬戸悠輔様、岸田勇人様、本日の卓話ありがとう

ございます。勉強させて頂きます。 

岩本君：天石神社の冬祭の為、早退させて頂きます。 

松村君：瀬戸悠輔様、岸田勇人様、お話楽しみにしてい

ます。 

中元君：瀬戸様、岸田様、ようこそ有田RCへ。本日の卓

話よろしくお願いいたします。 

  令和４年１２月２２日 第３０２７回 

・前期委員会活動報告（SAA・理事のみ） 

  

・ソング：「R-O-T-A-R-Y」 

  令和５年１月１２日 第３０２８回 

・新年例会（於：橘家） 

 年頭所感：成川 守彦君 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３０２６ Nｏ． 

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  

井上 修平 

上野山栄作 

中村 吉伸 

ゲストの紹介 

副会長の時間 



２ 

疾病予防と治療月間 

又いでの移動制限や飲食店でのアルコール提供や人数

制限が行われてきました。 

 そんな中、私の出張も中止が多くなり出不精な私として

は非常に助かっておりました。ですが、今年5月の会議を

皮切りに感染対策の徹底と全員抗原検査陰性を条件に

大々的にお酒を伴っての懇親会が開催されるようになり

ました。昨日も夜8時まで懇親会が開催されました。ウィズ

コロナも定着してきた昨今、2次会や前後の日の誘いも多

くなってきましたが、昨日21時発の飛行機で帰ってきまし

た。理由は、12月1日の例会で井上会長に、「きもっちゃ

ん、僕、12月の15日と22日の例会休むんよ。内規で副会

長が代理やるよになってるさけ頼んどか。」と頼まれてい

たからです。 

 世間では今まで自粛ぎみだった宴会が普通に開催さ

れるようになってきました。私は昨日関空からの運転があ

るためにお酒をのむことができませんでした。新年例会

では昨日の分まで楽しもうと思っています。簡単ではござ

いますが、これをもって副会長の時間とさせていただきま

す。 

 

〔上野山（栄）幹事〕 

1.一般財団法人比国育英会バギオ基金より 

 2021年度事業報告書（創立40周年記念祝賀会）と基金

への寄付願いが届く 

2.公益財団法人ロータリー米山記念奨

学会より 

 ハイライトよねやま273が届く 児嶋R

財団・米山記念奨学委員長に  回覧 

3.地区より 

①地区40周年誌作成に関するアンケー

トが届く 

②地区立法案検討委員会（地区大会）の前年度決算報

告の社会奉仕委員会内の内訳について 

 地域社会奉仕委員会の決算額 

 604,014円 → 59,514円 

 項目追加 その他 544,500円（内訳ピアノ444,500円  

100年の森看板撤去100,000円） 

 後方掲示 

4.他クラブ週報 田辺東RC 回覧 

5.例会変更 後方掲示 

6.来週は前期活動報告です。各委員長様よろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

  

BLUE MARBLE 

  瀬戸悠輔様 

  岸田勇人様 
  

 

 

「BLUE MARBLE について」 

 BLUE MARBLEは「芸大卒2人が地球主義を掲げ遊ぶ

ように展開する体験型雑貨屋」です。これは自然が大好き

で環境×芸術を武器に活動する僕たちの宣伝文句であ 

りますが、一体何者か詳しくは伝わらないでしょう。その為

に文節ごとに説明することで我々の正体と有田市での展

望を伝えていきたいと考えています。 

 1968年に初めて人類は地球の姿を見ることができまし

た。この美しさを目の当たりにしたことで宇宙飛行士に生

じた「概観効果(Overview Effect)」を自分たちの作品や活

動を通して感じていただきたい。その体験ができる場所と

しての雑貨屋を目指しています。 

 僕たちは芸術大学を卒業し、デザインや絵画などを学

びました。 

 岸田は「ドラえもん」が大好きで、開発されていく裏山な

どを憂いてのび太が冒険の旅に出るように。 

 瀬戸は魚や生き物が大好きで、大阪の用水路で魚とり

をしていた原体験を礎に。 

 豊かな自然の魅力に惹かれ、和歌山で活動することを

決めました。 

 今年の初めに制作した「海を臨む。」では、和歌山の海を

テーマに水族館長や漁師、美容師や主婦など様々な立

場の方々に海についてのインタビューを行い、身近な海

を捉え直そうと考えました。 

 デザインやクリエイティブの力を使って、幅広い層の方

にアプローチし、色々な立場や考えの方々に自然の素晴

らしさを感じていただけると嬉しいです。 

 雑貨屋の場所は糸我町で、元はみかん農家さんが住ん

でいた古民家をお借りし、みかん倉庫を改装して店舗を

作りました。そのお家から出てきた古着や陶器なども許可

を得て販売し、そういったものを捨ててしまうのではなく、

魅力的に感じる方の手元にお渡ししていきたいと考えて

います。 

 現在国道沿いに面した店舗外装は真っ白ですが、近々

大きな絵を描き、目を引くようにしつつ僕たちの世界観を

表現できればと考えています。都会で育った僕たちは自

己表現を行う場所を探し求めていました。有田ではそう

いった自己表現をたくさん行えると感じていて、そこが魅

力的な部分でもあると考えています。 

 最後に、来年一月に京都外国語大学にて「身近な環境

教育の現在」というシンポジウムに岸田が登壇させていた

だきます。ご興味のある方はぜひお申込みをお願い致し

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 幹事報告  

次週 

12月29日（木）は 

休会です 

 卓 話 閉会・点鐘 〔木本副会長〕 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

          

         

 

 

 

   
   

疾病予防と治療月間 

３ 

日程 1月の例会プログラム 

1/5(木) 休会 

1/12(木) 

新年例会 

 年頭所感：成川 守彦君 

 年男所感：岩本 道弘君 

1/19(木) 

会員卓話（地区出向卓話） 

 中元 耕一郎君 

 （財団補助金小委員会） 

 川口 健太郎君 

 （青少年・ライラ委員会） 

1/26(木) ローテーションデー 

2022-2023年度 

新年例会 
 

開催日：2023年1月12日（木） 

時間：18：00～ 例会 

   19：00～ 親睦会 

場所：橘家 

会費：会員/ご家族 8,000円 

      

演奏会 

 第1部：三味線・民謡歌手 

     三木久美夫氏 

 第2部：ギターリスト 

     福元計一朗氏  

 

 皆様、ご参加 

 よろしくお願いします。 

本日の 

例会風景 


