


　

　

１．会長エレクト研修セミナー開催のご案内

    日時　３月11日　13：00点鐘

　　　　　　　　　　　懇親会18：00～20：00

　　　　　　　12日　 9：00開会　12：10閉会

　　場所　マリエールオークパイン日田

　　出席義務者　馬場会長エレクト

２．地区新会員オリエンテーション開催のご案内

　　日時　２月24日　14：00～15：30

　　場所　オンライン（ZOOM開催）

　　出席対象者　入会５年未満の会員、会長、幹事、

　　クラブ内研修担当者、その他希望者

　　参加ご希望の方は幹事までお知らせください

　

　

　緒方保宜会員より退会挨拶をいただきました。

　

　

・大分東ＲＣ「創立60周年記念式典・祝賀会」

　※お知らせ欄をご覧ください

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　伊﨑委員長

１．ロータリー財団への寄付について

　　昨年11月のロータリー財団月間に賜りました寄

付金について報告します。今年はレート138円/

＄という歴史的な円安の中、昨年同様の寄付を賜

りまして、会員の皆様には大変感謝いたします。

　①年次基金　　　　実績：565,800円

　②ポリオプラス　　実績：178,020円

　　合計743,820円となり、ロータリー財団へ未送

金の50＄寄付を含めまして

　　杉原年度は昨年の775,660円を大きく上回り100

万円を超える見込みです

２．杉原年度地区補助金事業について

　　「子ども食堂」への食材および備品（女児向け

生理用品等）の支援事業についてですが、社会奉

仕委員会、公共イメージ委員会と協働し以下を実

施しました。

　①昨年７～８月：大分市及び由布市内に開設され

ている28か所の「子ども食堂」へ食材（カレー

ルー、食用油、マヨネーズ、カルピス）を18か

所の「子ども食堂」へ女児向け生理用品810

セットを寄贈

　②８月23日：例会の中で「子ども食堂」の代表者

として「すみれ学級」の藤井理事長、(福)大分

県福祉協議会の草野会長から「貧困および生理

の貧困」について卓話を頂きました。

　　又、地元テレビ局２局の取材を受け、夕方の

ニュースの中で本活動が紹介された結果、新た

な寄付者に繋がり、社会福祉協議会から感謝の

言葉を頂きました。

　③10月31日：馬場副会長を含め６名で「すみれ学

級敷戸教室」を訪問し、「子ども食堂」の運営

状況や課題などを理解しました。

〇米山記念奨学会・ファンド運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木委員長

　米山記念奨学会への寄付状況は以下のとおりです

　　普通寄付　上期　3,000円×46名＝138,000円

　　　　　　　　　　　　　 　（７/１付在籍者）

　　　　　　　下期　3,000円×51名＝153,000円

　　　　　　　　　　　　　　 （１/１付在籍者）

　　特別寄付（11月）個人42、法人６

　　　　　　　　　　10,000円×48＝480,000円

　ファンド奨学生 2022年４月～2023年３月として

　　孫　輝（スン　ホイ）さん（大分大学）

　　グェン　ヴァン　アインさん

　　　　　　　（立命館アジア太平洋大学）

　　を受け入れており、2023年１月17日にファンド

奨学生卓話を実施し、孫さんは、スピーチの内容

を日本語でプロジェクターに表示して英語で、骨

腫瘍のマイクロＲＮＡ阻害の研究に取り組んでお

り、奨学金により本格的な研究活動を始めようと

しており、グェンさんは、国際学生の日本語の学

習支援をするボランティアができ、ベトナムと他

の国との和解というテーマで卒論に取り組みヨー

ロッパの大学院に進んで国際平和に貢献していき

たいと話してくれ、大分ＲＣ独自の奨学金が国際

貢献に役立っていることを肌で感じることができ

ました。

　　2023－2024年度の奨学生応募を受付中です。

　

　

“乾しいたけ生産活動”での持続可能性と倫理的消費

　　　　国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　会長　林　浩昭　氏

　歴史ある大分ロータリークラブでの卓話の機会を

大変光栄に感じています。関係者の皆様に心よりお

礼申し上げます。

　今、地球温暖化を緩和するためにカーボンニュー

トラル社会への構造変化が求められており、私たち

の生活様式を考え直す時期にきています。では具体

的に大分県内で何ができるのか、今日は、身近な問

題を取り上げてみたと思います。

　日本では人口の都市集中が進み、私の暮らす国東

半島の山間部は、少子高齢化の最前線となっていま

す。私は1960年、この谷の米と原木乾しいたけの生

産農家に生まれ育ちました。18才から43才までは東

京大学ですごし、植物や肥料に関する基礎研究や教

育に従事しました。2004年家族で故郷に戻り、環境

に配慮した稲作、そしてクヌギ林を循環的利用する

原木乾しいたけ生産を開始しました。乾しいたけは、

一晩冷蔵庫の中で水戻ししてから調理されますが、

日本食には欠かせない食材であり、うまみ成分とし

てグアニル酸を多く含んでいます。

　乾しいたけ用のしいたけは、日本国内では９割が

原木栽培です。一方、海外ではほとんどが、人工培地

である菌床で生産されています。2022年、乾しいたけ

の国内生産量の２倍量が海外から輸入されています。

スーパーマーケットでは、国内原木栽培のものが輸

入されたものに比べて５～７倍高く販売されている

こともあり、国産の消費は低迷しています。日本の

消費者は国産か輸入品か、また原木栽培であるか菌

床栽培であるかをそれほど気にしてはいないようです。

　原木しいたけの栽培過程ですが、秋にクヌギ林を

伐採し、原木を切り出します。シイタケ菌を接種し、

原木の中で２年かけて菌糸を蔓延させホダ木にしま

す。これをホダ場に並べ立て、秋から春にかけて収

穫します。一本のホダ木からは、４～５年収穫でき

ます。収穫したしいたけは乾燥機で乾燥し、“原木

乾しいたけ”として市場出荷しています。

　一方、クヌギ林では伐採した切り株から翌春萌芽

が出てきます。野生シカから新芽を食べられないよ

うに、また、下草刈りをしながら育てていけば、15

年ほどで元の森に成長し、再び伐採できます（萌芽

更新)。農家は、毎年、伐採・萌芽更新しながら森

を移動し、結果として若い（15年生までの）クヌギ

林を維持することに貢献しています。ここでは、古

い森よりも多くの二酸化炭素が固定され、降り積

もった落ち葉は保水力豊かな森林土壌を生み出し続

けていきます。

　国東半島宇佐地域(豊後高田市、杵築市、宇佐市、

国東市、姫島村、日出町）は、2013年に国連の食糧

農業機関（ＦＡＯ)より世界農業遺産に認定されま

した。降水量が少なく長い川が無いこの地域では、

雨を森の土壌に涵養しながら伝統的なため池に蓄え

水田に利用し、最終的には周辺の海域を潤します。

森と水田、沿岸域がうまく連携した循環型農林水産

業が成立しているとＦＡＯに評価されたのです。私

は積極的にこの認定活動に関与し、認定後は推進協

議会長として世界農業遺産の動的保全活動を実施し

ています。

　私たちは、森の中で乾しいたけなどを生産しなが

ら生計を維持していくことができます。しかし、今、

乾しいたけの価格低迷による生産者の減少などによ

り、この地域社会の維持がとても難しくなっていま

す。今回のような卓話を通じて、山間部で持続的に

生産される農林産物、今日は“原木乾しいたけ”で

すが、その価値を多くの都市の皆様とも共有してい

きたいし、もっと多くの“大分県産原木乾しいた

け”を食べて欲しいと強く願っています。なぜなら、

“大分県産原木乾しいたけ”を食べることが、大分

県山間部での様々な社会課題の解決につながり、地

球温暖化防止にもつながっているからです。

　

　

●大分東ＲＣ会長　菅　雅幸　様

　創立60周年記念式典実行委員長　佐藤　佳郁　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計２口）

　当クラブは、３月６日に創立60周年を迎え、３月

９日 18：30～ レンブラントホテルにて、大分東

ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会を開催いたします。

今回は時世を考慮し、ガバナー・ガバナー補佐・市

内ＲＣの会長・幹事・当クラブのＯＢ会員の皆様の

少人数にて執り行う事といたしました。本日は、ス

ポンサークラブの大分ＲＣの皆様には開催のご案内

のみとなりますが、記念式典では杉原会長様よりご

祝辞を賜りたくお願いとご挨拶にまいりました。今

後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

　２口申請いたします。

●緒方　保宜会員（２口）

　２月より福岡へ転勤となりました。大分在任中の

皆様のご厚情に感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。

●麻生　益直会員（１口）

　一昨年より行っています、八鹿酒造限定新春直送

便のご案内です。この時期だけの限定酒を蔵元から

直送いたします。最高級の酒ばかりを集めました。

是非ともお求め下さい。

●中野　通孝会員（１口）

　２月11日から３年半ぶりにヨーロッパ出張に行っ

てきます。今回はスペインのマヨルカ島で開催され

るメルセデスベンツの新型試乗会に参加します。ロ

シア上空を飛べないため、ドバイ経由の長旅になり

ます。世界情勢が不安定なため不安もありますが、

無事日本に帰ってこれるよう気をつけて行ってきます。

　

　
■２月18日　地区チーム研修セミナー

　セミナー　13：00～17：30

　懇 親 会　18：30～20：30

　マリエールオークパイン日田

　森若会員、緒方正会員、尾野会員

■２月25日　ＲＬＩパートⅡ

　10：00～17：30　ホルトホール大分302会議室

■３月９日　大分東ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会

　記念式典　18：30点鐘

　祝 賀 会　19：30～

　レンブラントホテル大分２階「二豊の間」

　杉原会長、山本幹事

■３月11日～12日　会長エレクト研修セミナー

　11日　13：00点鐘

　　　　18：00～20：00　懇親会

　12日   9：00～12：10　マリエールオークパイン日田

　馬場会長エレクト

■４月14日～16　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　

　

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ロータリー文庫贈呈式　大分県立盲学校

　　　　　　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　松本会員卓話

３月14日　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏

　　　　　　（日本政府観光局　理事）

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

４月４日　職業奉仕部門出前セミナー

　　　　　　ＲＩ第2720地区職業奉仕部門長

　　　　　　木下　修　氏（熊本ＲＣ）

４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

４月18日　木村会員卓話

４月25日　定款第７条第１節に基づく休会

５月２日　定款第７条第１節に基づく休会

５月９日　新・旧クラブ協議会

５月16日　福井ＲＣ来訪例会

５月23日　定款第７条第１節に基づく休会

５月30日　新年度クラブ協議会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

幹　事　報　告

退 会 者 挨 拶

イベント告知

下期クラブ協議会　－前号より続き－

卓　　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

山本幹事

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。

クラブ名 開催日 会　　　場

大 分 東 ト キ ハ 会 館

別 府 東
2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館

別　　府 両 築 別 邸
2/17(金)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

例　会　変　更

大分臨海 2/27(月) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西

2/15(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

大分城西

2/22(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊３月７日号

中　村　直　樹３月14日号

吉　野　敏　成４月４日号

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北



　

　

１．会長エレクト研修セミナー開催のご案内

    日時　３月11日　13：00点鐘

　　　　　　　　　　　懇親会18：00～20：00

　　　　　　　12日　 9：00開会　12：10閉会

　　場所　マリエールオークパイン日田

　　出席義務者　馬場会長エレクト

２．地区新会員オリエンテーション開催のご案内

　　日時　２月24日　14：00～15：30

　　場所　オンライン（ZOOM開催）

　　出席対象者　入会５年未満の会員、会長、幹事、

　　クラブ内研修担当者、その他希望者

　　参加ご希望の方は幹事までお知らせください

　

　

　緒方保宜会員より退会挨拶をいただきました。

　

　

・大分東ＲＣ「創立60周年記念式典・祝賀会」

　※お知らせ欄をご覧ください

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　伊﨑委員長

１．ロータリー財団への寄付について

　　昨年11月のロータリー財団月間に賜りました寄

付金について報告します。今年はレート138円/

＄という歴史的な円安の中、昨年同様の寄付を賜

りまして、会員の皆様には大変感謝いたします。

　①年次基金　　　　実績：565,800円

　②ポリオプラス　　実績：178,020円

　　合計743,820円となり、ロータリー財団へ未送

金の50＄寄付を含めまして

　　杉原年度は昨年の775,660円を大きく上回り100

万円を超える見込みです

２．杉原年度地区補助金事業について

　　「子ども食堂」への食材および備品（女児向け

生理用品等）の支援事業についてですが、社会奉

仕委員会、公共イメージ委員会と協働し以下を実

施しました。

　①昨年７～８月：大分市及び由布市内に開設され

ている28か所の「子ども食堂」へ食材（カレー

ルー、食用油、マヨネーズ、カルピス）を18か

所の「子ども食堂」へ女児向け生理用品810

セットを寄贈

　②８月23日：例会の中で「子ども食堂」の代表者

として「すみれ学級」の藤井理事長、(福)大分

県福祉協議会の草野会長から「貧困および生理

の貧困」について卓話を頂きました。

　　又、地元テレビ局２局の取材を受け、夕方の

ニュースの中で本活動が紹介された結果、新た

な寄付者に繋がり、社会福祉協議会から感謝の

言葉を頂きました。

　③10月31日：馬場副会長を含め６名で「すみれ学

級敷戸教室」を訪問し、「子ども食堂」の運営

状況や課題などを理解しました。

〇米山記念奨学会・ファンド運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木委員長

　米山記念奨学会への寄付状況は以下のとおりです

　　普通寄付　上期　3,000円×46名＝138,000円

　　　　　　　　　　　　　 　（７/１付在籍者）

　　　　　　　下期　3,000円×51名＝153,000円

　　　　　　　　　　　　　　 （１/１付在籍者）

　　特別寄付（11月）個人42、法人６

　　　　　　　　　　10,000円×48＝480,000円

　ファンド奨学生 2022年４月～2023年３月として

　　孫　輝（スン　ホイ）さん（大分大学）

　　グェン　ヴァン　アインさん

　　　　　　　（立命館アジア太平洋大学）

　　を受け入れており、2023年１月17日にファンド

奨学生卓話を実施し、孫さんは、スピーチの内容

を日本語でプロジェクターに表示して英語で、骨

腫瘍のマイクロＲＮＡ阻害の研究に取り組んでお

り、奨学金により本格的な研究活動を始めようと

しており、グェンさんは、国際学生の日本語の学

習支援をするボランティアができ、ベトナムと他

の国との和解というテーマで卒論に取り組みヨー

ロッパの大学院に進んで国際平和に貢献していき

たいと話してくれ、大分ＲＣ独自の奨学金が国際

貢献に役立っていることを肌で感じることができ

ました。

　　2023－2024年度の奨学生応募を受付中です。

　

　

“乾しいたけ生産活動”での持続可能性と倫理的消費

　　　　国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　会長　林　浩昭　氏

　歴史ある大分ロータリークラブでの卓話の機会を

大変光栄に感じています。関係者の皆様に心よりお

礼申し上げます。

　今、地球温暖化を緩和するためにカーボンニュー

トラル社会への構造変化が求められており、私たち

の生活様式を考え直す時期にきています。では具体

的に大分県内で何ができるのか、今日は、身近な問

題を取り上げてみたと思います。

　日本では人口の都市集中が進み、私の暮らす国東

半島の山間部は、少子高齢化の最前線となっていま

す。私は1960年、この谷の米と原木乾しいたけの生

産農家に生まれ育ちました。18才から43才までは東

京大学ですごし、植物や肥料に関する基礎研究や教

育に従事しました。2004年家族で故郷に戻り、環境

に配慮した稲作、そしてクヌギ林を循環的利用する

原木乾しいたけ生産を開始しました。乾しいたけは、

一晩冷蔵庫の中で水戻ししてから調理されますが、

日本食には欠かせない食材であり、うまみ成分とし

てグアニル酸を多く含んでいます。

　乾しいたけ用のしいたけは、日本国内では９割が

原木栽培です。一方、海外ではほとんどが、人工培地

である菌床で生産されています。2022年、乾しいたけ

の国内生産量の２倍量が海外から輸入されています。

スーパーマーケットでは、国内原木栽培のものが輸

入されたものに比べて５～７倍高く販売されている

こともあり、国産の消費は低迷しています。日本の

消費者は国産か輸入品か、また原木栽培であるか菌

床栽培であるかをそれほど気にしてはいないようです。

　原木しいたけの栽培過程ですが、秋にクヌギ林を

伐採し、原木を切り出します。シイタケ菌を接種し、

原木の中で２年かけて菌糸を蔓延させホダ木にしま

す。これをホダ場に並べ立て、秋から春にかけて収

穫します。一本のホダ木からは、４～５年収穫でき

ます。収穫したしいたけは乾燥機で乾燥し、“原木

乾しいたけ”として市場出荷しています。

　一方、クヌギ林では伐採した切り株から翌春萌芽

が出てきます。野生シカから新芽を食べられないよ

うに、また、下草刈りをしながら育てていけば、15

年ほどで元の森に成長し、再び伐採できます（萌芽

更新)。農家は、毎年、伐採・萌芽更新しながら森

を移動し、結果として若い（15年生までの）クヌギ

林を維持することに貢献しています。ここでは、古

い森よりも多くの二酸化炭素が固定され、降り積

もった落ち葉は保水力豊かな森林土壌を生み出し続

けていきます。

　国東半島宇佐地域(豊後高田市、杵築市、宇佐市、

国東市、姫島村、日出町）は、2013年に国連の食糧

農業機関（ＦＡＯ)より世界農業遺産に認定されま

した。降水量が少なく長い川が無いこの地域では、

雨を森の土壌に涵養しながら伝統的なため池に蓄え

水田に利用し、最終的には周辺の海域を潤します。

森と水田、沿岸域がうまく連携した循環型農林水産

業が成立しているとＦＡＯに評価されたのです。私

は積極的にこの認定活動に関与し、認定後は推進協

議会長として世界農業遺産の動的保全活動を実施し

ています。

　私たちは、森の中で乾しいたけなどを生産しなが

ら生計を維持していくことができます。しかし、今、

乾しいたけの価格低迷による生産者の減少などによ

り、この地域社会の維持がとても難しくなっていま

す。今回のような卓話を通じて、山間部で持続的に

生産される農林産物、今日は“原木乾しいたけ”で

すが、その価値を多くの都市の皆様とも共有してい

きたいし、もっと多くの“大分県産原木乾しいた

け”を食べて欲しいと強く願っています。なぜなら、

“大分県産原木乾しいたけ”を食べることが、大分

県山間部での様々な社会課題の解決につながり、地

球温暖化防止にもつながっているからです。

　

　

●大分東ＲＣ会長　菅　雅幸　様

　創立60周年記念式典実行委員長　佐藤　佳郁　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計２口）

　当クラブは、３月６日に創立60周年を迎え、３月

９日 18：30～ レンブラントホテルにて、大分東

ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会を開催いたします。

今回は時世を考慮し、ガバナー・ガバナー補佐・市

内ＲＣの会長・幹事・当クラブのＯＢ会員の皆様の

少人数にて執り行う事といたしました。本日は、ス

ポンサークラブの大分ＲＣの皆様には開催のご案内

のみとなりますが、記念式典では杉原会長様よりご

祝辞を賜りたくお願いとご挨拶にまいりました。今

後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

　２口申請いたします。

●緒方　保宜会員（２口）

　２月より福岡へ転勤となりました。大分在任中の

皆様のご厚情に感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。

●麻生　益直会員（１口）

　一昨年より行っています、八鹿酒造限定新春直送

便のご案内です。この時期だけの限定酒を蔵元から

直送いたします。最高級の酒ばかりを集めました。

是非ともお求め下さい。

●中野　通孝会員（１口）

　２月11日から３年半ぶりにヨーロッパ出張に行っ

てきます。今回はスペインのマヨルカ島で開催され

るメルセデスベンツの新型試乗会に参加します。ロ

シア上空を飛べないため、ドバイ経由の長旅になり

ます。世界情勢が不安定なため不安もありますが、

無事日本に帰ってこれるよう気をつけて行ってきます。

　

　
■２月18日　地区チーム研修セミナー

　セミナー　13：00～17：30

　懇 親 会　18：30～20：30

　マリエールオークパイン日田

　森若会員、緒方正会員、尾野会員

■２月25日　ＲＬＩパートⅡ

　10：00～17：30　ホルトホール大分302会議室

■３月９日　大分東ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会

　記念式典　18：30点鐘

　祝 賀 会　19：30～

　レンブラントホテル大分２階「二豊の間」

　杉原会長、山本幹事

■３月11日～12日　会長エレクト研修セミナー

　11日　13：00点鐘

　　　　18：00～20：00　懇親会

　12日   9：00～12：10　マリエールオークパイン日田

　馬場会長エレクト

■４月14日～16　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　

　

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ロータリー文庫贈呈式　大分県立盲学校

　　　　　　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　松本会員卓話

３月14日　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏

　　　　　　（日本政府観光局　理事）

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

４月４日　職業奉仕部門出前セミナー

　　　　　　ＲＩ第2720地区職業奉仕部門長

　　　　　　木下　修　氏（熊本ＲＣ）

４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

４月18日　木村会員卓話

４月25日　定款第７条第１節に基づく休会

５月２日　定款第７条第１節に基づく休会

５月９日　新・旧クラブ協議会

５月16日　福井ＲＣ来訪例会

５月23日　定款第７条第１節に基づく休会

５月30日　新年度クラブ協議会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

幹　事　報　告

退 会 者 挨 拶

イベント告知

下期クラブ協議会　－前号より続き－

卓　　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

山本幹事

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。

クラブ名 開催日 会　　　場

大 分 東 ト キ ハ 会 館

別 府 東
2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館

別　　府 両 築 別 邸
2/17(金)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

例　会　変　更

大分臨海 2/27(月) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西

2/15(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

大分城西

2/22(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊３月７日号

中　村　直　樹３月14日号

吉　野　敏　成４月４日号

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北



　

　

１．会長エレクト研修セミナー開催のご案内

    日時　３月11日　13：00点鐘

　　　　　　　　　　　懇親会18：00～20：00

　　　　　　　12日　 9：00開会　12：10閉会

　　場所　マリエールオークパイン日田

　　出席義務者　馬場会長エレクト

２．地区新会員オリエンテーション開催のご案内

　　日時　２月24日　14：00～15：30

　　場所　オンライン（ZOOM開催）

　　出席対象者　入会５年未満の会員、会長、幹事、

　　クラブ内研修担当者、その他希望者

　　参加ご希望の方は幹事までお知らせください

　

　

　緒方保宜会員より退会挨拶をいただきました。

　

　

・大分東ＲＣ「創立60周年記念式典・祝賀会」

　※お知らせ欄をご覧ください

　

　

〇ロータリー財団委員会　　　　　　　伊﨑委員長

１．ロータリー財団への寄付について

　　昨年11月のロータリー財団月間に賜りました寄

付金について報告します。今年はレート138円/

＄という歴史的な円安の中、昨年同様の寄付を賜

りまして、会員の皆様には大変感謝いたします。

　①年次基金　　　　実績：565,800円

　②ポリオプラス　　実績：178,020円

　　合計743,820円となり、ロータリー財団へ未送

金の50＄寄付を含めまして

　　杉原年度は昨年の775,660円を大きく上回り100

万円を超える見込みです

２．杉原年度地区補助金事業について

　　「子ども食堂」への食材および備品（女児向け

生理用品等）の支援事業についてですが、社会奉

仕委員会、公共イメージ委員会と協働し以下を実

施しました。

　①昨年７～８月：大分市及び由布市内に開設され

ている28か所の「子ども食堂」へ食材（カレー

ルー、食用油、マヨネーズ、カルピス）を18か

所の「子ども食堂」へ女児向け生理用品810

セットを寄贈

　②８月23日：例会の中で「子ども食堂」の代表者

として「すみれ学級」の藤井理事長、(福)大分

県福祉協議会の草野会長から「貧困および生理

の貧困」について卓話を頂きました。

　　又、地元テレビ局２局の取材を受け、夕方の

ニュースの中で本活動が紹介された結果、新た

な寄付者に繋がり、社会福祉協議会から感謝の

言葉を頂きました。

　③10月31日：馬場副会長を含め６名で「すみれ学

級敷戸教室」を訪問し、「子ども食堂」の運営

状況や課題などを理解しました。

〇米山記念奨学会・ファンド運営委員会

　　　　　　　　　　　　　　　　　　鈴木委員長

　米山記念奨学会への寄付状況は以下のとおりです

　　普通寄付　上期　3,000円×46名＝138,000円

　　　　　　　　　　　　　 　（７/１付在籍者）

　　　　　　　下期　3,000円×51名＝153,000円

　　　　　　　　　　　　　　 （１/１付在籍者）

　　特別寄付（11月）個人42、法人６

　　　　　　　　　　10,000円×48＝480,000円

　ファンド奨学生 2022年４月～2023年３月として

　　孫　輝（スン　ホイ）さん（大分大学）

　　グェン　ヴァン　アインさん

　　　　　　　（立命館アジア太平洋大学）

　　を受け入れており、2023年１月17日にファンド

奨学生卓話を実施し、孫さんは、スピーチの内容

を日本語でプロジェクターに表示して英語で、骨

腫瘍のマイクロＲＮＡ阻害の研究に取り組んでお

り、奨学金により本格的な研究活動を始めようと

しており、グェンさんは、国際学生の日本語の学

習支援をするボランティアができ、ベトナムと他

の国との和解というテーマで卒論に取り組みヨー

ロッパの大学院に進んで国際平和に貢献していき

たいと話してくれ、大分ＲＣ独自の奨学金が国際

貢献に役立っていることを肌で感じることができ

ました。

　　2023－2024年度の奨学生応募を受付中です。

　

　

“乾しいたけ生産活動”での持続可能性と倫理的消費

　　　　国東半島宇佐地域世界農業遺産推進協議会

　　　　　　　　　　　　　　会長　林　浩昭　氏

　歴史ある大分ロータリークラブでの卓話の機会を

大変光栄に感じています。関係者の皆様に心よりお

礼申し上げます。

　今、地球温暖化を緩和するためにカーボンニュー

トラル社会への構造変化が求められており、私たち

の生活様式を考え直す時期にきています。では具体

的に大分県内で何ができるのか、今日は、身近な問

題を取り上げてみたと思います。

　日本では人口の都市集中が進み、私の暮らす国東

半島の山間部は、少子高齢化の最前線となっていま

す。私は1960年、この谷の米と原木乾しいたけの生

産農家に生まれ育ちました。18才から43才までは東

京大学ですごし、植物や肥料に関する基礎研究や教

育に従事しました。2004年家族で故郷に戻り、環境

に配慮した稲作、そしてクヌギ林を循環的利用する

原木乾しいたけ生産を開始しました。乾しいたけは、

一晩冷蔵庫の中で水戻ししてから調理されますが、

日本食には欠かせない食材であり、うまみ成分とし

てグアニル酸を多く含んでいます。

　乾しいたけ用のしいたけは、日本国内では９割が

原木栽培です。一方、海外ではほとんどが、人工培地

である菌床で生産されています。2022年、乾しいたけ

の国内生産量の２倍量が海外から輸入されています。

スーパーマーケットでは、国内原木栽培のものが輸

入されたものに比べて５～７倍高く販売されている

こともあり、国産の消費は低迷しています。日本の

消費者は国産か輸入品か、また原木栽培であるか菌

床栽培であるかをそれほど気にしてはいないようです。

　原木しいたけの栽培過程ですが、秋にクヌギ林を

伐採し、原木を切り出します。シイタケ菌を接種し、

原木の中で２年かけて菌糸を蔓延させホダ木にしま

す。これをホダ場に並べ立て、秋から春にかけて収

穫します。一本のホダ木からは、４～５年収穫でき

ます。収穫したしいたけは乾燥機で乾燥し、“原木

乾しいたけ”として市場出荷しています。

　一方、クヌギ林では伐採した切り株から翌春萌芽

が出てきます。野生シカから新芽を食べられないよ

うに、また、下草刈りをしながら育てていけば、15

年ほどで元の森に成長し、再び伐採できます（萌芽

更新)。農家は、毎年、伐採・萌芽更新しながら森

を移動し、結果として若い（15年生までの）クヌギ

林を維持することに貢献しています。ここでは、古

い森よりも多くの二酸化炭素が固定され、降り積

もった落ち葉は保水力豊かな森林土壌を生み出し続

けていきます。

　国東半島宇佐地域(豊後高田市、杵築市、宇佐市、

国東市、姫島村、日出町）は、2013年に国連の食糧

農業機関（ＦＡＯ)より世界農業遺産に認定されま

した。降水量が少なく長い川が無いこの地域では、

雨を森の土壌に涵養しながら伝統的なため池に蓄え

水田に利用し、最終的には周辺の海域を潤します。

森と水田、沿岸域がうまく連携した循環型農林水産

業が成立しているとＦＡＯに評価されたのです。私

は積極的にこの認定活動に関与し、認定後は推進協

議会長として世界農業遺産の動的保全活動を実施し

ています。

　私たちは、森の中で乾しいたけなどを生産しなが

ら生計を維持していくことができます。しかし、今、

乾しいたけの価格低迷による生産者の減少などによ

り、この地域社会の維持がとても難しくなっていま

す。今回のような卓話を通じて、山間部で持続的に

生産される農林産物、今日は“原木乾しいたけ”で

すが、その価値を多くの都市の皆様とも共有してい

きたいし、もっと多くの“大分県産原木乾しいた

け”を食べて欲しいと強く願っています。なぜなら、

“大分県産原木乾しいたけ”を食べることが、大分

県山間部での様々な社会課題の解決につながり、地

球温暖化防止にもつながっているからです。

　

　

●大分東ＲＣ会長　菅　雅幸　様

　創立60周年記念式典実行委員長　佐藤　佳郁　様

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（計２口）

　当クラブは、３月６日に創立60周年を迎え、３月

９日 18：30～ レンブラントホテルにて、大分東

ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会を開催いたします。

今回は時世を考慮し、ガバナー・ガバナー補佐・市

内ＲＣの会長・幹事・当クラブのＯＢ会員の皆様の

少人数にて執り行う事といたしました。本日は、ス

ポンサークラブの大分ＲＣの皆様には開催のご案内

のみとなりますが、記念式典では杉原会長様よりご

祝辞を賜りたくお願いとご挨拶にまいりました。今

後ともご指導ご鞭撻のほど宜しくお願いいたします。

　２口申請いたします。

●緒方　保宜会員（２口）

　２月より福岡へ転勤となりました。大分在任中の

皆様のご厚情に感謝申し上げます。本当にありがと

うございました。

●麻生　益直会員（１口）

　一昨年より行っています、八鹿酒造限定新春直送

便のご案内です。この時期だけの限定酒を蔵元から

直送いたします。最高級の酒ばかりを集めました。

是非ともお求め下さい。

●中野　通孝会員（１口）

　２月11日から３年半ぶりにヨーロッパ出張に行っ

てきます。今回はスペインのマヨルカ島で開催され

るメルセデスベンツの新型試乗会に参加します。ロ

シア上空を飛べないため、ドバイ経由の長旅になり

ます。世界情勢が不安定なため不安もありますが、

無事日本に帰ってこれるよう気をつけて行ってきます。

　

　
■２月18日　地区チーム研修セミナー

　セミナー　13：00～17：30

　懇 親 会　18：30～20：30

　マリエールオークパイン日田

　森若会員、緒方正会員、尾野会員

■２月25日　ＲＬＩパートⅡ

　10：00～17：30　ホルトホール大分302会議室

■３月９日　大分東ＲＣ創立60周年記念式典・祝賀会

　記念式典　18：30点鐘

　祝 賀 会　19：30～

　レンブラントホテル大分２階「二豊の間」

　杉原会長、山本幹事

■３月11日～12日　会長エレクト研修セミナー

　11日　13：00点鐘

　　　　18：00～20：00　懇親会

　12日   9：00～12：10　マリエールオークパイン日田

　馬場会長エレクト

■４月14日～16　地区大会

　14日　ＲＩ会長代理歓迎晩餐会　ホテル日航熊本

　15日　本　会　議　人吉スポーツパレス

　　　　希望交流会  人吉温泉清流山水花あゆの里

　　　　　　　　　　ホテルサン人吉

　16日　ゴルフコンペ　　　球磨カントリー倶楽部

　　　　エクスカーション　人吉近郊

　

　

２月21日　定款第７条第１節に基づく休会

２月28日　ロータリー文庫贈呈式　大分県立盲学校

　　　　　　ゲスト卓話　小野　一馬　氏

　　　　　　（NPO法人Beautiful World）
３月７日　松本会員卓話

３月14日　ゲスト卓話　遠藤　克己　氏

　　　　　　（日本政府観光局　理事）

３月21日　定款第７条第１節に基づく休会

３月28日　定款第７条第１節に基づく休会

４月４日　職業奉仕部門出前セミナー

　　　　　　ＲＩ第2720地区職業奉仕部門長

　　　　　　木下　修　氏（熊本ＲＣ）

４月11日　新会員歓迎夜の例会　18：30点鐘

４月18日　木村会員卓話

４月25日　定款第７条第１節に基づく休会

５月２日　定款第７条第１節に基づく休会

５月９日　新・旧クラブ協議会

５月16日　福井ＲＣ来訪例会

５月23日　定款第７条第１節に基づく休会

５月30日　新年度クラブ協議会

お　知　ら　せ

例　会　予　定

幹　事　報　告

退 会 者 挨 拶

イベント告知

下期クラブ協議会　－前号より続き－

卓　　　　　話

ニコボックス 森若Ｓ.Ａ.Ａ.

山本幹事

事務局よりお願い

例会中に委員会報告やその他発表をされた場合

は、週報作成の都合上、必ず翌日午前中までに

原稿を事務局までメール送信ください。

クラブ名 開催日 会　　　場

大 分 東 ト キ ハ 会 館

別 府 東
2/16(木)

大 分 南 ト キ ハ 会 館

別　　府 両 築 別 邸
2/17(金)

大分1985 ト キ ハ 会 館2/20(月)

例　会　変　更

大分臨海 2/27(月) ホテル日航大分オアシスタワー

大分城西

2/15(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

ホテルサンバリーアネックス

大分城西

2/22(水)

ホテル日航大分オアシスタワー

週報編集担当者

土　屋　勝　俊２月28日号

尾　野　文　俊３月７日号

中　村　直　樹３月14日号

吉　野　敏　成４月４日号

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北

別府市内ＲＣ事務局
（別府市西野口町1－1 青山通りビル3階）

別 府 北


