
（敬称略）

◇早稲田さん 卓話頑張って下さい。

福留・橋本・平野・本田・岩崎・片井・木村・畔田

前田・丸山・森本・中嶋・野村・岡本・竹村・谷峯

谷中・上原・早稲田・安井

◇早稲田さん本日の卓話ガンバッテネ 吉田

◇まいごのまいごの携帯見つかりました。岡本さんい

ろいろとありがとう。 吉本

◇ふぐ食いたかったなぁ。 佐田

◇ゴルフありがとう。 愛須

◇ゴルフ2位でした。 畑地

◇ゴルフの賞金です。 玉置

◇ゴルフ参加ありがとう。 武田

◇早退お詫び。橋本さんありがとう。 中西

◇会長席のお花頂きます。 中川

◇本人誕生日 西谷

SAAの星

安井さん

■本日のプログラムは会員卓話です。新会員卓話とし

て早稲田清司君。後ほど、よろしくお願い致します。

■12月15日(土)、久保ガバナーエレクトの壮行会に地

区委員の坂本 正人君、平野 好史君、ご苦労様で

すが、出席よろしくお願いいたします。

■12月16日(日)、2012-13年度 青少年交換プログラ

ムの第3回オリエンテーションに参加の新世代委員

長の平野 好史君とユルバ・アルベンクオーネさん、

幹事の吉本 正美君、ご苦労様ですがよろしくお願

いいたします。

■12月16日(日)、米山記念奨学委員会 地区委員会議

に出席の坂本 正人君、ご苦労様ですがよろしくお

願いいたします。

■本日、例会終了後に定例理事会を開催いたします。

理事・役員の方はお残り下さい。

■万呂シニアパトロール隊からお礼状が届いています。

■例会日時変更

◎田辺はまゆうＲＣ

12月25日(火)→ 12月25日(火)18：30～

場所：シティプラザホテル

＜新会員歓迎会及びクリスマス例会＞

2013年 1月 1日(火)→ 休会

◎田辺ＲＣ 12月27日(木)→ 休会

2013年 1月 3日(木)→ 休会

◎白浜ＲＣ 12月28日(金)→ 休会

2013年 1月 4日(金)→ 休会

◎御坊南ＲＣ

2013年 1月 8日(火)→ 1月11日(金)12：30～

場所：御坊商工会館４階

＜新春3クラブ合同例会＞

◎有田ＲＣ 2013年 1月 3日(木)→ 休会

1月10日(木)→ 1月10日(木)18：15～

場所：「橘家」 ＜新年例会＞

VOL.39 No.22第1864回 例会

ニコニコ箱

2012－13年度

2012-13年度RI会長：田中 作次

第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ： 北中 登一

創立：昭和49年5月15日

会長：橋本隆

幹事：吉本正美

会報：前田吉彦

事務所：田辺市下屋敷町81－10

きのくに信用金庫田辺支店3F

Tel 0739-24-6427 Fax 0739-34-5008

E-mail t-eastro@mb.aikis.or.jp

例会：毎週水曜日 12：30～

2012年12月12日（水）

会員数 義務免除 欠席者数 本日出席率

52名 4名 8名 83.33％

11月28日修正出席率 93.88％

司会者

唱 歌

橋本 隆 会長
出席報告

田辺東ロータリークラブ週報

“田辺東ロータリー讃歌”

野村 憲司 君

会長報告
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幹事報告

11月平均出席率 90.21％

7月～11月平均出席率 95．11％



◎高野山ＲＣ 12月28日(金)→ 休会

2013年 1月 4日(金)→ 休会

1月11日(金)→ 1月11日(金)17：00～

時間変更 ＜新年例会＞

■メークアップ

◎12月 6日(木)田辺ＲＣ 丸山 勇人君

■回覧

◎週報「粉河ＲＣ」

◎一般財団法人 比国育英会バギオ基金より「ご案内」

「2011年度事業報告書」

◎ガバナー事務所より

「『世界エイズデー2012in和歌山』のご報告とお礼」

「2640地区RLI（ロータリーリーダーシップ研究会）

卒後コース開催のご案内」

「2020年東京オリンピック・パラリンピック招致への協

力について」

■掲示

◎ガバナーエレクト事務所 冬季休暇のお知らせ

12月26日(水)～1月4日(金)

休暇中の事務所電話は留守録電話です。

■連絡

◎ガバナー事務所より「2020年オリンピック・パラリン

ピックを日本で！」のリーフレットとバッジが届きま

した。各自トレーに入れていますのでよろしくお願い

いたします。

◎ 会長エレクト

竹村 英一 君

非公式理事会で次年度理事役

員の方々を決定しました。宜し

くお願い致します。

会 長 竹村 英一 直前会長 橋本 隆

副 会 長 本田 耕二 会長エレクト 谷中順次郎

Ｓ Ａ Ａ 山本 亘 親 睦 佐田 一三

職業奉仕 木村 壽一 社会奉仕 玉置 和男

国際奉仕 畔田 実 新 世 代 渡口 眞二

会 計 沖 史郎 幹 事 後藤 信博

◎ ゴルフ同好会

武田 静也 君

先日の忘年ゴルフコンペ・忘年

会に多くのメンバー及びご家族

の参加頂き有難うございました。

会 員 卓 話

早稲田 清司君

『市場の仕組みと業務』

昭和25年9月20日に現在の会津町の高架横で創業。

その後昭和47年6月5日に入社、当時田辺に会津町周辺に

5市場ございました。

田辺青果・牟婁青果・丸協青果・紀南市場・中央青果

の5市場の内、牟婁青果と丸協青果が合併し現在のVショッ

プ本部の場所で南紀州青果が営業し、その後市場整備計

画により中央青果と紀南市場が合併し現在の田辺中央青

果となり、又南紀州青果と田辺青果が合併し現在の南紀

州青果、そして昭和56年4月に現在の稲成町に1市場2荷

受会社が入場し開設会社は㈱南紀田辺流通ｾﾝﾀｰとなって

おります。

営業時間は、朝5時に開門し夜9時に閉門 職員の勤務

時間は朝7時～午後4時となっておりますが、なかなか規

定通りできないのが現状です。

敷地面積約5,600坪 売り場面積1,500坪 登録買参人

190名職員35名 ﾊﾟｰﾄ31名その他関連店舗が入場し営業

しておりますが一応販売先は組合員となっており一般消

費者の方には販売が出来ないようになっております。

出荷者は 田辺中央青果には約4,200軒の登録があり

県内の個人生産者は北は海南・有田、南は古座までと和

歌山農協連・各単位農協・生産者出荷組合・商人です。

又、県外産地市場からの転送・契約取引で夏場は北海

道・青森・信州・それと1年を通して南国高知〔土佐の

市場〕より、それと毎日大阪市場への買付等で荷揃えを

図り安定供給に勤めております。

取扱品目は野菜で約240種以上で、根菜類・果菜類・

芋類・豆類・茎類・洋菜類・茸類・促成類・雑野菜等に

分類。

野菜の入荷状況は11月頃より九州・四国・中国地方が

始まり県内産も豊富になり5月頃より信州 長野・群馬

の高原野菜、それから東北・北海道へと移り1年で日本

列島を移行していきます。

野菜全般において施設栽培が盛んで周年供給になり季

節感がなくなり野菜の旬がわからなくなってきています。

近年 重油の高騰により加温できない状況で品物によ

り入荷が極端に落ち込んだり、台風・ゲリラ豪雨等の自

然災害により入荷が落ち込み価格が急騰する場合も見受

けられるが、消費者保護法制定後 消費者の声が強くな

り緊急輸入等で高騰期間が短くなっている。

昨年度 当市場の蔬菜の取扱品目売上上位はミニトマ

http://tanabe-east-rc.com/

委 員 会 報 告

本日のプログラム



ト・胡瓜・トマト・白菜・ウスイでした。

果実ではミカン類・りんご・梨・柿・ブドウ・苺・

西瓜・メロン・桃・キウイ・さくらんぼ・栗・イチジ

ク・梅・輸入果実等100品種以上の取扱がある。

和歌山県下の栽培としては以上のほとんどの品種が

栽培されています。中でも生産量において全国的に上

位の品種は温州1位か2位、八朔1位、三宝1位、他の品

種では柿・イチジク・梅は1位、伊予柑・ネーブル・ス

モモが2位、キウイが3位で桃が4位と和歌山県は果樹王

国です。

昨年度 当市場の果実の取扱売上の順位は1位温州・

2位苺・3位りんご・4位バナナ・5位ぶどうとなってお

ります。

梅は果実の売上として扱っておりますが、別枠とし

て本年度中央青果の取扱は約1,500トンの入荷、約5億

円の売上をしました。

消費者保護法(平成7年12月に一部改正）により、商

品の産地表示やトレーサビリティー(物品の流通経路を

生産段階から最終消費段階あるいは廃棄段階まで追跡

可能な状態)、出荷者は登録には農薬等安全使用誓約書

と栽培履歴記帳の義務付けを行い登録していただいて

います。また、ドリフトの少ない農薬散布も啓蒙し推

進、放射性物質に関する広報通達(農林省・厚生労働省・

消費者庁・食品安全委員会)。

以上の野菜や果物を毎日、安全安心で新鮮と荷揃え

をモットーに川上から川下まで喜んで頂けるように日々

励んでいます。

売上の推移

私が入社した昭和47年度の売上はわずか9億円、昭和

58年に30億、平成4年がピークで55億円、その後平成10

年以降はデフレ基調で単価が伸びず、大型量販店の拡

大と大型店同士の競争に巻き込まれ小売店の減少、ネッ

トの普及、道の駅(国土交通省)や産地直売所(農林省)

の普及により、右肩下がりで平成20年より35億、昨年

は32億の売上。

国際ロータリー第2640地区

ガバナー 北中 登一

財務委員長 大森 豊

ガバナー北中 登一 財務委員長 大森 豊

下半期クラブ分担金について

拝啓 晩秋の候、ますますご清祥のこととお慶び申し

上げます。平素は地区運営にご支援を賜り、ありがた

く感謝申し上げます。

さて、今年度クラブ分担金の地区賦課金を会員一人

当たり13,000円（上半期6,500円／下半期6,500円）と

決議いたしましたが、大澤年度決算報告承認後、繰越

金があるため、北中年度のための地区協議会「会長部

門」でご承認いただいておりましたので、会員一人当

たり分担金を年間10,000円に引き下げいたします。

従いまして、上半期に6,500円頂戴しましたので下半

期は3,500円となります。また、途中入会者（1月2日か

ら3月31日まで）は1,750円となります。なお、他の分

担金の変更はございません。どうぞよろしくお願い致

します。

2012-13年度 クラブ分担金

１．地区資金（ＲＩ細則第15.060.1.）

会員1 人当たり13,000 円（上半期6,500 円 下半

期6,500 円） 会員1 人当たり10,000 円（上半

期6,500 円 下半期3,500 円）

２．ロータリー財団への寄付

1 人当たりＵＳ＄200 を目標

３．米山記念奨学会への寄付

会員1 人当たり6,000 円の普通寄付金

上半期 3,000 円 下半期3,000 円

（特別寄付を入れて1 人当たり20,000 円を目標）

４．国際交流及び地区青少年活動ファンド

会員1 人当たり3,500 円

５．地区大会クラブ分担金（地区大会登録費 全員分）

会員１人当たり10,000 円

６．ライラ特別分担金

会員１人当たり1,000 円

７．米山梅吉記念館への寄付（任意）

会員１人当たり100 円

8． 世界平和フォーラム広島分担金

会員１人当たり300 円

※一部のクラブを除いて 部分は上半期に入金済み

http://tanabe-east-rc.com/

堀さん、先週に引き続きありがとうございます

地 区 か ら の お 知 ら せ


