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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」 

〔橋爪（誠）SAA〕 

井上君：佐原様、本日の卓話よろしくお願いします。最

近、又、太ってきたみたいです。ネクタイが締められませ

ん。 

木本君：(有)ヒカル・オーキッド 代表取締役社長 佐原宏

様、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（洋）君：佐原宏様、卓話楽しみにしています。 

岩橋君：佐原宏様、卓話楽しみにしています。 

上野山（捷）君：佐原宏様、本日の卓話楽しみにしていま

す。 

脇村君：佐原様、本日の卓話よろしくお願いします。 

中村君：佐原様、ようこそ有田RCへ。卓話楽しみにしてお

ります。 

岩本君：昨日は1日で生石（しょうせき）神社へお供えに行

きましたが、雪が20㎝以上積もっていました。人の足跡

はありませんでしたが、動物の足跡が見られました。 

松村君：佐原宏様、有田RCへお越し下さいましてありがと

うございます。お話楽しみにしています。 

中元君：佐原宏様、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。 

川口君：佐原様、ようこそ有田RCへ。本日の卓話宜しくお

願い致します。勉強させて頂きます。 

児嶋君：今年初めての例会です。長い間欠席をして、皆さ

んに御心配をかけ申し訳ございませんでした。元気にな

りましたので、遅くなりましたが、本年もよろしくお願い致

します。佐原宏様、卓話よろしくお願いしいます。 

嶋田君：佐原宏様、ようこそ有田ロータリークラブへ。本日

の卓話楽しみにしています。よろしくお願い致します。 

辻君：佐原社長、本日の卓話よろしくお願いいたします。 

橋爪(誠）君：佐原様、ようこそ有田RCへ。興味深いテーマ

楽しみにしていました。本日の卓話よろしくお願いいた

します。 

開 催 日 

THE ROTARY CLUB OF ARIDA 

 

前回の報告（第３０３１回例会） 

令和５年２月２日(木）  

〔井上会長〕 

 

〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

ゲスト：佐原 宏 氏 

 （有限会社 ヒカル・オーキッド 代表取締役社長） 

 

 

               〔親睦活動小委員会 辻委員長〕 

会員誕生：松村 秀一君（2/3）、橋爪 正芳君（2/6） 

配偶者誕生：橋爪 千恵さん（2/5）、 

        橋爪 美智代さん（2/26） 

結婚記念：木本 隆昭君（2/1）、児嶋 正人君（2/3）、 

       菅原 佳典君（2/15） 

 

 

 

     

 

 

 

  令和５年２月１６日 第３０３２回 

・後期IDM発表 

  

・ソング：「R-O-T-A-R-Y」 

  令和５年３月２日 第３０３３回 

・会員卓話：菅原 佳典 君 

   

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

１ 

点  鐘 

開催日 

３０３１ Nｏ． 

島 海碩 書 

今月の誕生・結婚祝 

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 

2月お祝い 

 

（左上）松村君 

（右上）児嶋君、木本君 

（左下）橋爪誠治君 

 

おめでとうございます！！ 



２ 

平和構築と紛争予防月間 

 

        〔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１９名 

（出席規定免除会員６名）  
 

 

〔井上会長〕 

「ニコニコ☺」 
 皆さんは海外に行ったことあると思い

ます。私も何回かありますが、その時の

経験を2点ほど紹介したいと思います。 

 10年以上前に台湾の高雄へ行った

時の事です。（高雄は台湾南部の中心

都市で港町です） 

 台湾人2～3名と日本人2～3名とで

マーケットのようなところを夕方歩いていました、前方より

おばあさんが袋を下げて歩いてきました。そのおばあさ

んが私に煮卵を差し出しました。同行していた人が通訳

すると「あなたは日本人、私は昔（戦争中？）助けても

らった。だからその時のお礼にあなたにあげる」と言いま

した。 

 もう一つは中元先生が会長の時の世界大会の時です。

場所は韓国のソウルです。 

 ジャパンナイトの後、自由行動となり中元先生、松村さ

ん、橋本さんと私で繁華街を散策しました。途中、どっか

へ入りましょうと入ったのですが言葉が通じないためモタ

モタしていると一人の青年が「通訳します」と助けてもらい

ました。彼は以前、日本への留学生で米山奨学生でし

た。 

 例会開始前に、ニコニコ募金をします。この募金を机の

上に積み上げてニコッとするんではなくこの募金を原資と

し煮卵や通訳に化けてくれるのを楽しみにしたいと考え

ます。 
  

 

〔木本副会長〕 

1.2月のロータリーレート 130円。 

2.公益社団法人 ロータリー米山記念

奨学会より 

確定申告用の寄付金領収証が届きま

した。本例会で皆様に配布します。 

3.Rotary誌が届く 回覧します。 

4.地区より 

 ・オンラインRLIの参加申込書が届く 

  パート１（3月12日） パート２（4月2日） パート３（5月

14日） 

  ・2023－2024年度 クラブ行事（周年記念式典・記念例

会・その他）届出のお願いが届いています。川口会長

エレクトに資料を渡しています。 

 ・My ROTARYの活用（実務）研修会の案内が届いて

ます。掲示板に掲示してますので閲覧願います。 

 ・2023-24年度主要行事のお知らせが届く。 

  2月26日 地区チーム研修セミナー 

  3月19日 PET 

  4月16日 地区研修・協議会 

  10月17日 地区大会記念ゴルフ大会 

  11月11日12日 地区大会 スターゲイトホテル 

5.地区ガバナーエレクト事務所より 

 地区委員会組織への出向の件 回答書が届く。 

 松村君 中元君 上野山 

6.抜粋のつづり82号が届く。 全員にお配りします。 

7.例会変更は後方掲示。 
 

 

 

※会員増強・維持委員会〔嶋田委員長〕 

 新ロータリーへのお誘いができています。ご活用

ください。 

 

 

 

 

  

 有限会社 

 ヒカル・オーキッド 

 代表取締役社長 

  佐原 宏 氏 
 

 

「人と地球にやさしい胡蝶蘭」 
私は、有田市で胡蝶蘭の生産を始めて、今年でちょう

ど40年を迎えます。販売先は、主に関東や関西の花卉

市場で、年間出荷量25万株、栽培面積は、本社農場、

印南農場、奈良農場合わせて3200坪です。 

 贈答用として定番の胡蝶蘭ですが、高級なイメージを

持つ反面、実は現在市場に出回っている胡蝶蘭は環境

にやさしくない仕様になっております。大切な方への大

切な贈り物であるにも関わらず、その役目を終えるとお相

手様のもとには重い陶器鉢や硬い鉄の支柱、大量の発

泡スチロールなどが残ってしまうのです。 

 私自身もこういった、言わば産業廃棄物をまとった胡蝶

蘭を長年作り続けてきたわけですが、いつしか「なぜ植

物である胡蝶蘭と異質なものを使っているのだろう？この

ままでは、いつか胡蝶蘭を贈るという文化自体消滅する

のではないか」という危機感を強く持つようになりました。 

 そこで思考錯誤を重ね、「For One Earth～ひとつしか

ない地球のために」というコンセプトのもと、昨年１月、人

と地球にやさしい胡蝶蘭ブランド「フォアス」を5年の歳月

をかけ立ち上げました。昨年１月、オンラインショップも開

設いたしました。 

「フォアス」と従来の胡蝶蘭の違いは、まず1つ目に不

燃ごみゼロ、プラスチックフリー、そして2つ目に花が終

わった後の苗を無償回収し、再育生に取り組むということ

です。 

 従来の胡蝶蘭は陶器やプラスチック製の鉢、花を支え

るために鉄製の支柱を使用しますが、「フォアス」は和紙

鉢を使用し、支柱には竹やヒノキを使用しています。さら

 幹事報告  

会長の時間  

出 席 報 告              

委員会報告  

 卓 話 



にラッピングや梱包材の細部にまでこだわり不燃ごみゼ

ロとプラスチックフリーを実現いたしました。 

 また、自然素材を使用することにより、地球環境にやさ

しく、胡蝶蘭を受け取られた方の管理や落花後の処分の

負担も大幅に軽減されます。 

 胡蝶蘭は実は何年も生き続ける植物で、1度お花が終

わったから廃棄するというのではなく、無償回収すること

で、まだ命ある胡蝶蘭を再度花咲かせるというこれからの

時代に求められる循環型社会に即した取り組みも行いま

す。 

 まだまだスタートしたばかりですが、フォアスを知ってい

ただいた企業様には、多くの共感をいただいておりま

す。 

 胡蝶蘭販売を通して、SDGｓに取り組み、また「フォア

ス」を贈ることで企業様自身のSDGｓへの取り組みのお役

に立てればありがたく思います。 

 このような取り組みが、この有田から少しでも多くの方々

に広まっていくよう、頑張って参ります。今回このような卓

話の機会をいただき、感謝しております。ありがとうござい

ました。 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
     

 

 

 

 

 

 

          

          

         

 

 

 

   
   

平和構築と紛争予防月間 

３ 

日程 3月の例会プログラム 

3/2(木) 
会員卓話 

 菅原 佳典 君 

3/9(木) 休会 

3/16(木) 

外部卓話 

宮尾 隆弘 氏 

（SIL PALLET WORKS） 

3/23(木) 休会 

3/30(木) 

外部卓話 

玉置 陽子 氏 

（紀美野町まちづくり） 

 

次週 

2月23日（木）は 

休会です 
 

本日の 

例会風景 

閉会・点鐘 〔井上会長〕 


