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伊那ロータリークラブ
事務所 伊那市西町5016-2 ℡(72)0077
例会日 毎週木曜日
例会場 くぬぎの杜 ℡(78)1121
会長 藤澤秀敬 幹事 平澤泰斗 会報委員長 唐木 章 第２７４６回例会 2016.7.21 No.1409

Rotary Serving Humanity
人類に奉仕するロータリー
2016-17 年度 RI 会長テーマ

ソ ン グ それでこそロータリー

の品種は信州大学で作られた「恋姫」で、7 月から 10

ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介

月まで収穫できる夏秋イチゴであります。イチゴはほ

箕輪 RC 会長 桑澤 諭様、幹事 小川淳哉様

とんどの品種が冬から5 月ごろまでが生産のピークで、

伊那 RAC 会長 布留川深志様、幹事 矢澤慎介様、

スーパーに並ぶ生食用も様々な品種が競争しています。

会計 鈴木唯太様
会長談話
今日は農作業について、二つお話
をさせていただきます。
一つ目は我が家の隣で 100 坪ほど

通年必要なスィーツ用のイチゴの需要はあるものの、
夏場は北海道産か輸入に頼っていたようであります。
その夏秋に収穫できるのが「恋姫」です。
伊那市内の農業法人が信州大学とともにすでに手掛
けていて、さらに一緒に伊那市内で生産する仲間をほ

の畑を趣味程度にやっています。目的は無農薬で美味

しいと、声をかけていただき取り組むこととなりまし

しい野菜を頂けること、農作業で心身ともに健康にな

た。バングラディッシュのバブさんを覚えているでし

ること。確かに、獲れたてのアスパラガスは味が濃く

ょうか？信州大学在学中、伊那 RC で米山奨学生とし

てうまい、トマトもよく熟していただくとかなりうま

てお世話した彼が、今そのイチゴ栽培のオーソリティ

い、キュウリが盛りを迎えてきましたのでこれからは

として活躍中で、この品種で最も上手な作り手がバブ

あまり大きくしない様に収穫すること、要注意。また

さんのようです。伊那バスでも昨年来「恋姫」の栽培

トウモロコシが大きくなってきましたので先日、ぐる

方法について彼の農場でしっかり研修させていただい

っとネットを張りました。ハクビシンなど小動物が悪

てきました。今年の春の苗の植え付けから管理、そし

さをするためであります。ケーヨーホームセンターで

ていよいよ収穫の最盛期が来ました。

ネットと柱で 5,000 円ぐらいの設備投資で、私がかな

白鳥伊那市長の
「新宿に伊那市の特産品を並べたい」

り時間を費やして汗だくで作業をしましたので結構高

との大きな熱意とバックアップを頂いて、当社社長の

くついたありがたいトウモロコシがとれそうです。そ

積極的な営業活動の成果で、新宿タカノフルーツパー

ろそろジャガイモは掘り出せそうな様子になってきま

ラーに納入が始まりました。今お店に行きますと、信

した。男爵イモとメークイーンの 2 種です。

州伊那産恋姫イチゴのパフェが販売中です。
「濃い味わ

もう一つが伊那バスで作っているイチゴの話題です。 いと甘酸っぱい香りが特徴の恋姫イチゴ」とパンフレ
ＰＲですみません。これは趣味ではなくてしっかりと

ットに載っていますが、
1700 円のパフェがどんどん売

計画を立て、八十二銀行のＯＫも頂いて、昨年から準

れているようであります。今週の月曜日祝日には「み

備をしてまいりました。

はらしファーム」で新宿タカノフルーツパーラーの森

最近ようやく出荷できる状況になってまいりました。 山フルーツクチュリエ（新宿本店の商品開発責任者）
朝 5 時ごろから午前 10 時ごろまで収穫し、以降は株

がおいでになり「フルーツカッティング教室」が開催

の管理、ランナーや葉、枝の整理、水やりなどを夕方

され、結構な賑わいだったようであります。伊那市と

まで忙しくやって居ります。

JA が共催で、伊那バスは協賛してイチゴを提供いた

場所は西箕輪の工業団地南側で約１ha の農地を借
り受け、6 棟のハウスを作り圃場としました。イチゴ

しました。今後の販路の拡大、安定した生産とともに
大きな課題であります。

ご 挨 拶 箕輪 RC 桑澤 諭会長
入会 5 年目ですが、先輩に会長
を 2 回経験されている方もいらっ
しゃり、入会１年目から SAA、
副幹事、幹事、副会長を経験し、
今年会長となりました。精一杯
頑張ります。主な活動方針は次の 3 点です。
1．上伊那グループのネパール支援にクラブ全員
一致団結してあたる。
2．クラブ創設以来交換留学に力を入れており、
今年度も継続して行う。
3．現在会員が 18 名であり、2 名増員し 20 名の
大台に乗せる。

☆お知らせ

箕輪 RC

大澤一郎 暫く振りです。この度、

小川淳哉幹事

・次週 28 日（木）例会後理事会を開催します。
役員・理事はご出席をお願いします。
（例会場）
出 席 報 告
会員数 52 名 内出席免除 18 名 長欠 1 名 出席
者 27 名 事前メーキャップ 12 名 出席率 90.70
％

前々回 79.55％変更なし。

ニコニコボックス
藤澤秀敬、平澤泰斗 箕輪 RC の桑澤会長、小川
幹事、伊那 RAC の皆さん、ようこそいらっしゃ
いました。歓迎致します。

入会 3 年目で幹事となりました。

28 年度春の叙勲に際し、図らず

経験不足ですが、一生懸命頑張りま

も「金融功労」にて旭日双光章

す。

を拝受する栄誉に浴することが

幹 事 報 告

出来ました。また、7 月から長野県公安委員長

1．軽井沢 RC より、
「2016-17 年度地区大会」の

に再任されました。例会に出席出来なくてすみ
ませんが宜しくお願い致します。

案内
日時：2016 年 10 月 15 日～16 日（日）

藤澤秀敬、藤澤洋二 会長談話で会社の PR をさ

場所：軽井沢プリンスホテル ウエスト

せて頂きました。夏秋いちご「恋姫」宜しくお

登録料：本大会 会員 7,000 円ご家族 7,000 円

願い致します。

晩餐会会費：会費 13,000 円
申込み締切：8 月 31 日（水）
2．松本東 RC より「第 28 回 RYLA」の案内
開催日：2016 年 9 月 24 日（土）
、25 日（日）
開催場所：松本東急 REI ホテル
大会テーマ：
「世界を築く青少年と未来の夢を
語ろう」
基調講演：

川合

博

伊那中央病院ヘリポート南北の駐車

場(約 320 台分)が完成し 8 月から使用開始です。
唐木一平

今年も伊那まつり盛大に行われます。

もちろん花火も例年に増しての協賛です。
8/7PM6：00 より当社の前庭にて花火見物をし
て頂きたく会場を作りますので、ご都合の付く
方はご家族連れでお出掛け下さい。
山田

益

ゴルフ部部長として 1 年間お世話に

なりました。

講師：北野建設㈱スキー部部長 荻原健司氏

今年度事業計画発表

演題「スポーツを通じての世界観」

布留川会長挨拶
鈴木会計より、
事業計画発表。
・会員の紹介。
・「国際交流例会」
「たかずやの里
訪問」
「手話例会」
「ジビエ料理例会」や「メンタルマネジメント例
会」などを計画。
・会員増強について。2020 年に地区代表になる。
今から会員増強をしていく必要がある。アクトの
活動を広く発信し、会員増強を進めていきます。
今年のキャッチフレーズを「Action 未来のため
にかえていく」としました。ご支援をよろしくお
願いします。

参加対象者：青年（20～30 歳位 男女）55 名
公募参加、推薦参加、関係団体参加（ローター
アクトと米山奨学生）
、
ロータリアン（各クラブ 1 名以上）
協賛金：各クラブ 7 月 1 日現在の人数に応じ
て、一名当たり 1,000 円
登録料：RYLA 参加の青少年は無料、
ロータリアンは、一名 10,000 円
申込み締切：8 月 18 日（木）
2．東京麹町ロータリークラブより、
「想い出草」
～ポリオプラスのツネさんとミネさん～ 拝受

伊那ローターアクトクラブ

