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◆点　　鐘　　12：30

◆Ｒ　　Ｓ　　四つのテスト

◆唱　　歌　　夕焼小焼

◆ゲ ス ト　　矢
や

野
の

 正
しょう

二
じ

郎
ろう

 氏
（㈱昭和建設工業　総務部長／日出ＲＣ）

会長の時間	 会長　前田　哲矢

　今日は、先程御紹介いたしました上野ガバナー
補佐、ゲスト卓話として日出ロータリークラブの
矢野氏他会員の方がお見えになっています。近隣
７Ｒソフトボール大会今回４位と言う偉業を達成
いたしましたのも練習試合で日出ロータリークラ
ブの皆様が胸を貸していただいいたたまものと
思っています。私が湯布院との３位決定戦で過去
例のないトリプル珍プレーがなければ３位？夢で
も無かったかもしれません。でも楽しみは来年に
先送りしましょう。
　話しは変わりますが、幹事報告にもありました
が、先々週の土曜日、幹事の近藤さんと米山委員
長の平野英壽さんと米山セミナー（大分）に参加
しました。わたくしは初めてでした。108名の方
が参加されました。点鐘に始まり米山記念奨学会
の事業目的について委員長の杵築ロータリークラ
ブ秋吉　実氏の話しがありました。
　内容は、米山記念奨学会は、将来母国と日本と
の架け橋となって国際社会で活躍する優秀な留学

生を奨学することを目的としています。優秀な留
学生とは、学業にたいする熱意や優秀性はもちろ
んのこと、異文化理解とコミニュケーション能力
への意欲や能力に優れている点や、ロータリーの
活動に対する理解や行動力をもち合わせた学生で
あることが重要とされております。又、米山奨学

・メイクアップ
　　事前　平野（教）、森園、島田（近隣7RCソフトボール大会）
　　事後　堀（別府東）
　　欠席　木村、堀、梶原、河村、大江、
　　　　　大島、西林
　　理事会承認　椛田、森
　　出 席 免 除　溝部
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◆出席報告　　　　　　　委員長　津末美代子

2014 ～ 2015 年度
			ＲＩテーマ　　　　

国際ロータリー会長　　ゲイリー	C.K.	ホァン	（国籍・台湾）
2720 地区

別府中央ロータリークラブ
例会日　火曜日　12時 30 分
ところ　ホテルニューツルタ	〒₈₇₄︲₀₉₂₀	別府市北浜1-14-15
　　　　TEL	（0977）22-1110　FAX	21-1019
事務所　別府市西野口町 1番 1号	青山通りビル 3F
　　　　〒 874-0931　TEL（0977）23-9000
　　　　　　　　　	　FAX（0977）23-9019
　　　　http://www.beppu4rc.jp/chuo/
　　　　E-mail:info@beppu4rc.jp

理事
　〃
　〃
　〃

理事
　〃
　〃

前田　哲矢
平野　教康
村津　忠久 
大江　知巳

森　　宗明
梅津　圭二
佐々木久宜

ＳＡＡ　森園　伸也
直前会長　森園　伸也

役員　会　長　前田　哲矢
　　　副会長　平野　教康
　　　幹　事　近藤　賢司
　　　会　計　西馬　良和

会報委員長　衛藤　秀子第 　 　 回 例 会

Light		Up		Rotary
ロータリーに輝きを
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会には、ロータリークラブを通して日本文化、習
慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意識を育て、
将来ロータリーの理想とする国際平和の創造と維
持に貢献する人になることが期待されます。そこ
で米山奨学会への積極的な寄付をお願いしますと
のことです。
　2014-2015年度の目標は①普通寄付、１人平均
5,000円未満のクラブは5,000円以上の寄付のお願
い（未達成は29クラブ）らしです。当クラブは達
成②特別寄付は特別寄付は例会や活動の中での米
山ボックスや100万ドルの食事、米山月間や記念
日、周年行事でのスマイル、そして、米山功労者
などロータリアンが積極的にご寄付できるシステ
ムを推進する等の話しがありました。その他９月
16日の例会を行ないました紅灯籠の米山学友会の
全紅女ほか米山奨学生の卓話がありました。詳し
いことは回覧にて資料をまわします。

幹 事 報 告	 近藤　賢司

―新世代のための月間―

１．本日の卓話
「「茶葉」栽培で異業分野に進出」
㈱昭和建設工業　総務部長／日出ＲＣ　
矢野正二郎氏

２．本日のゲスト
矢
や

野
の

 正
しょう

二
じ

郎
ろう

 氏
（㈱昭和建設工業　総務部長／日出ＲＣ）

  
３．「ロータリー適用相場変更」のお知らせ

10月１日より、全ての振込みに対する適用相
場（ロータリーレート）が下記の通り変更と
なりましたのでお知らせ致します。
１ドル　１０６円　　　（現行102円）

４．RI第2720地区クラブ管理運営セミナー開催
のご案内
日　時　平成26年11月８日（土）13：00～16：00
場　所　宇佐文化会館　ウサノピア小ホール
　　　　（☎0978-33-3100）
出席者　会長、会長エレクト、クラブ管理運

営委員長、クラブ研修リーダー、ガ
バナー補佐、希望者

５．９月20日（土）13：30～山香町中央公民館多
目的ホールに於いてRI第2720地区米山セミ
ナー（大分）が開催されました。
出席者：前田哲矢会長、平野英壽米山奨学委

員長、近藤賢司幹事

６．９月28日（日）９：00～野口原ソフトボール
グランドに於いて「第31回別府市近隣６ＲＣ
親睦ソフトボール大会」が開催され、当クラ
ブは４位でした。尚、大会終了後、ホテルサ
ンバリーアネックスに於いて、懇親会が開催
されました。参加の皆様、お疲れさまでした。

【優　勝】別府ＲＣ　【準優勝】別府北ＲＣ
【３位】湯布院ＲＣ　【４位】別府中央ＲＣ
各　賞：藤原光生会員（ファインプレー賞）、

前田哲矢会長（敢闘賞）佐々木久宜
会員（打撃賞）

参加者：（選手）前田哲矢会長、藤原光生、
後藤　隆、平野教康、亀井　孝、木
村きぬゑ、森園伸也、西馬良和、中
尾　誠、佐々木久宜、島田光男、梅
津圭二、近藤賢司　各会員

　　　　 （応援）鳴海淳郎、津末美代子　各
会員

７．委員会報告
鳴海淳郎Ｒ情報委員長より
ロータリー探究
No.501：わたしの「ロータリー哲学」信奉の

推移
No.415：今のわたしにとってロータリー哲学

は唯一の生きる力

８．お祝い
配偶者誕生日　　梅津麻美さん（10月１日）

※記念品をお渡しいたします。
皆　　　勤　　鳴海淳郎会員（９月25日＝在籍44年）

９．例会変更のお知らせ
大分南ＲＣ 10月３日（金）の例会は、大分第４

グループＩＭに参加の為９月28日
（日）に日時・場所変更

大分1985ＲＣ 10月６日（月）の例会は、クラブ内
研修会の為　同日12：30～大分コ
ンパルホールに場所変更

http://www.beppu4rc.jp/chuo/
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大分ＲＣ 10月７日（火）の例会は、リレー・
フォーライフ例会の為　10月11日

（土）大分スポーツ公園大芝生広
場に日時・場所変更

別府東ＲＣ 10月９日（木）の例会は観月例会
の為　同日18：30～お茶屋お福に
時間・場所変更

別府ＲＣ 10月10日（金）の例会は、「職場例
会」の為　同日12：30～海雲寺に
場所変更

別府北ＲＣ 10月15日（水）の例会は職場例会
の為　同日12：30～ＡＰＵに場所
変更

10．次週の予定
「米山奨学生卓話」朴

ぼく

 天
てん

文
ぶん

さん
（世話クラブ：別府ＲＣ／別府大学　男性）

11．本日の回覧
① 宇佐ＲＣ　週報
② 「職場例会」出・欠席
③ 米山セミナー資料
④ 日田ＲＣ50周年記念史

12．本日の配布
① 週報No.1203
② 職業奉仕ハンドブック
③ おぎゃー献金袋
④ 第37回別府市民合唱祭チケット
⑤ ロータリー探究No.501, No415

スマイルボックス	 委員長　藤原　光生

前田会長○
　近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会で３位が狙
えるかもとの場合にて超珍トリプルプレーを
やってしまいました。４位でした。トリプルに
て謝罪。次回３位は確実？
鳴海会員○
　去る９月28日（日曜）野口原グラウンドで行
われた近隣７ＲＣ親睦ソフトボール大会では、
３位決定戦進出、善勝おめでとうございます。
わたしははじめて応援団の一人としてこの大会
に出席しましたが、どのクラブも会員一人ひと

り力を出し切って奮闘している姿に接し、感動
しました。
　そして、このような力をロータリー活動にも
出し切れば、その成果は如何に上がるだろうか
と思いました。
　以上を祈念して本日は大いにスマイルしたい
と思います。
衛藤会員○
　今日はガバナー補佐様はじめ皆様方ようこそ
お越し下さいました。どうぞごゆっくりなさっ
て下さいませ。今日の卓話、楽しみにしていま
す。
村津会員○
　拙宅の金木犀も、南立石公園の金木犀も、例
年より一週間早く咲き始めました。
　日本の秋の気配を象徴するような香りに感謝
してスマイル。
中尾会員○
　例会の欠席をお詫びしてスマイル。
近藤会員○
　ソフトボール大会に出場した皆さん、大変お
疲れ様でした。そして応援にかけつけていただ
いた皆様、本当にありがとうございました。選
手の皆さんには厳しく言ったり指示をしたと思
いますが、チームを率いる監督の責務のことと
お許し下さい。
　御承知の通り、我がチームは全員野球でとう
とう３位決定戦に進出することができました。
６月から猛練習をしてきたことが報われたと思
います。
　来年はまたちーむわーくをより強固なものに
して、さらに一つ上を目指しましょう。
平野○ （英）会員
　ソフトボールに参加の方々、大変おつかれさ
までした。今年私は出席できず、申し訳ありま
せん。だから良かったかも（笑）。又、矢野会員、
今日は卓話ありがとうございます。応援の日出
ＲＣの方々もありがとう。
　森会員も明日医大を退院して明日黒木病院に
帰って来るそうです。
亀井会員○
　平野英寿元ガバナー補佐、ソフトの応援に“ニ
モ”のお嬢さん達が来て英寿さんを探していま
したヨ！！差し入れもいただきましたので、お
礼を言っておいて下さい。次回はちゃんと応援
に来て下さい。

E-mail:info@beppu4rc.jp
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佐々木会員○
　ソフトボール大会、お疲れ様でした。厳しい
練習のおかげで４位という好成績をおさめる事
ができました。打撃賞までいただき、二度うれ
しい大会でした。感謝してスマイル！
梅津会員○
　ソフトボールお疲れ様でした。今年は４位に
終わりましたが、来年までには「大リーグボー
ル」を完成させますので優勝目指しましょう。
藤原会員○
　ソフトボール大会、お疲れ様でした。記録的
な珍プレーあり、随所に好プレーありで、皆さ
んと楽しい一日を過ごすことができました。来
年は又一つ上を目指して頑張りましょう！

卓　　話	

「茶葉」栽培で農業分野に進出
―遊休農地を有効活用し、機械化による省力栽培―

㈱昭和建設工業　総務部長

矢野　正二郎

農事組合法人　カヤノ農産　
　平成18年９月11日設立 出資金10百万円　組合
員　４名
母体企業　　
　所在地　大分県速見郡日出町大字川崎2233番の1
　株式会社　昭和建設工業　会長　遠藤建作
　　　　　　　　　　代表取締役　遠藤克尚
　昭和42年創業　法人設立　昭和43年４月
　資本金40百万
　土木工事業（重機土木業）
　直近年度売上高（平成26年４月期）644百
　役職員数　　24名（関連会社５社を含み50名）
　Eメールアドレス　shoken1@ctb.ne.jp

１．事業着手の背景・きっかけ
　近年の公共工事及び民間設備投資の減少による
売上高の低下が続き、安定した完工高の維持、収
益の確保が厳しく、多角経営化を模索していた。
その折、大分県が緑茶業界最大手の伊藤園（東京
都・本庄八郎社長）と茶産地育成協定を結び、県
内で100haの大規模な茶産地づくりを進めること

となり、県の建設業から
の農業参入（ドリンク用
茶葉の栽培）の呼びかけ
が「きっかけ」となりま
した。参入の動機はつぎ
のとおり。
①茶栽培に適し、（霜の

害が無い事）平坦で一
箇所にまとまっている
土地（機械化による省
力化が図れ作業効率が良い）の取得が出来た事。

②お茶の植え付けから生産開始まで数年を要し、
投資金額の回収に時間はかかる反面、お茶の栽
培はリスクが少なく（天候の影響を受けにくく、
病虫害に強い）、冬場には育成管理にコストが
掛からないなどメリットに着目。（植栽後50年
以上栽培が可能）

③販売先が、大手飲料メーカーへの全量販売であ
り販路が確保されている事。

④当社に兼業農家（お茶の栽培2.5ha）を営む社
員に、お茶の植栽から育成、加工技術に至るま
でのノウハウがあり、お茶の栽培スペシャリス
トが存在していた事。

⑤重機（ブルドーザー・バックホー・パワーショ
ベル等）を所有し、道路工事、造成工事を得意
としている事。

⑥茶栽培は経営採算を得るまでに、数年を要し、
金融機関よりの借入だけでは運転資金に不足を
生じます。母体企業に体力のある内に軌道に乗
せることが必要で、当社はその余裕を少し持っ
ていた事。

２．事業実施の経緯
○平成19年　２ha　植栽
○平成20年　５ha　植栽　植栽面積合計　７ha
○平成21年　13ha　植栽　植栽面積合計　20ha
○平成22年　９ha　植栽　植栽面積合計　29ha
　　　　　　２haの茶葉の初収穫
○平成23年　　　　　　　植栽面積合計　29ha
　　　　　　７haの茶葉収穫
○平成24年　３ha　植栽　植栽面積合計　32ha
　　　　　　20haの茶葉収穫
○平成25年　　　　　　　植栽面積合計　32ha
　　　　　　29haの茶葉収穫
○平成26年　６ha　植栽　植栽面積合計　38ha
　　　　　　29haの茶葉収穫　

http://www.beppu4rc.jp/chuo/

BEPPU	CHUO	ROTARY	CLUB



　予定
○平成27年　６ha　植栽予定　　合計　44ha
　　　　　　32haの茶葉収穫
○平成28年　６ha　植栽予定　　合計　50ha
　　　　　　32haの茶葉収穫
○平成29年　38haの生葉収獲
○平成25年３月26日　農産物処理加工施設完成
　　　　　　　　　　総工費546,250千円

３．販売先
　販売先は㈱伊藤園に長期契約による一括販売。

４．投資額
　25年３月末で借入金総額は550百万円となって
いる。（茶葉加工施設の建設費を含む）24年度以
降は拡大を標榜し、すでに大分県の２期計画の中
で、県・市の計画にも織り込まれている。合計
50haの予定である。資金調達の目処も進み平成
28年度には植栽が完了する予定です。

５．工夫・苦労した点　
①機械による省力化を前提とした為に、機械の作

業性を考慮した造成が要求された。
②竹の密集地で、茶園に竹の芽が出ないように根

を注意して綺麗に剥がす必要があった。
③造成後の大石、小石の撤去に苦労しました。H

鋼を使って自分で「写真－1」の物を作り、予
想以上に上手くいったので機械メーカーに注文
し「写真－2」を作りました。これは非常に効
率が良く、この機械１台で石拾いが完了しまし
た。

④当茶園とよその茶園との違いは、お茶の苗を植
えた後、畝の間に材木のチップを敷き詰めて「写
真－3」いる事です。当社の関連会社で産業廃
棄物の処理をしている会社があり、産業廃棄物
として搬入される伐採木、根株は木材破砕機で
細かく破砕して活用しました。材木は腐る時に
窒素を吸収し、お茶は成長する時に窒素を欲し
がります。従来のお茶の栽培には相反した常識
外の行為なのです。しかもチップの敷く厚みも
機械を使って30～40cmの厚さで、機械の重さ
で踏み締めています。機械は畝を跨いで通る大
きさの機械を導入しました。

　　チップ活用によるメリット
・土砂の流失の防止とマルチ（ビニールシー

ト）の剥がされることを防いだ。

・ 保水力が良く乾燥を防ぐ。（植栽後一度も
水やりをしていません）

・ 雑草がほとんど生えない（昨年7haの草取
りを女性二人週３日で済んだ）

　夏場の育成管理費（人件費約3百万円の節
約）の減少

・ 腐れば堆肥になる。
　　チップ活用によるデメリット

・ 窒素の不足分をやや多目の肥料の補給が必
要である。

・ チップの間にミミズ、カブトムシの幼虫が
発生し、イノシシの大好物にて畝を掘り返
し幼苗を傷める事。（圃場全体に柵を設置）

写真№１　石礫除去機を当社で作製（Ｈ鋼を溶接）

写真№２　石礫除去機を専門メーカーに特注

写真№３　チップの敷き状況（敷き高20㎝）

E-mail:info@beppu4rc.jp
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６．社内的な成果
①新年度当初は公共事業発注が減少するが、茶園

育成管理に母体企業の労働力を活用している。
②異業種参入を契機に、従業員の農業に対するイ

メージが変化した。
③本事業は県が推進する事業であり、当初計画通

り順調に進んでおり、異業種参入実績により母
体企業の格付けにおいて主観点数で加点を受け
た。

７．対外的な成果
①植栽時に地元農家の人たちを雇用している事

で、地元とのコミュニケーションが深まった。
②全国紙、地方紙、ＮＨＫテレビ等の報道で、同

業者、地域の人々へ本事業が知れ渡り、当社の
イメージアップになっている。

８．今後の展開・課題
　当初予定は30haでしたが、行政の薦めもあり、
栽培面積を50haまでに拡大する計画となった。事
業としてはコストを回収するのに長期間を要する
ことから、関係金融機関の支援なくしては成り立
ちません。計画の妥当性を充分に検討し堅実に進
めることが大きな課題である。

９．事業を始めての感想
　農業参入を契機に、地球環境問題への取り組み
の必要性をより強く感じるようになった。
　　異業種参入からの視点からすれば、農業は従
来の固定観念が進歩を遅らせているのではな
いかと思う。従来の経験を全て無視することでは
ないが、新しい発想と研究で日本農業を発
展させていきたいと考えいます。

10．農業に参入して
①建設業や小売・卸売・サービス業にない利点
イ，補助金による設備投資の負担が軽減できる。

・農業用機械の取得に対して50％から35％の補
助がある。
造成工事・・・農振地域での補助50％
乗用型機械購入・・・50％から35％
水源確保のボーリング工事・・・50％
鳥獣被害対策の柵・・・50％
農産物処理加工施設・・・建物、機械設備50％

（271,625千円あり）
※それぞれに厳しい基準はありますが、他業

種ではこれ程の補助金は受けられない。
ロ．㈱日本政策金融公庫からの借入による担保設

定登録免許税０円
ハ．農業法人であるため、役員変更登記や定款の

変更登記は非課税。
ホ．県の担当部門よりの指導・援助が手厚い。
へ．加工処理施設の県不動産取得税免除、市の固

定資産税３年減免があり合計7,000千円
②早期に異業種参入し多くのメディアから取材を

受けて話題となりました。
　茶産地の先進県である静岡、八女、鹿児島の
知覧からも多くの視察があり来訪者の多くが建
設業が参入しているので、ろくな栽培は出来て
いなだろうと思っていたようですが、新植の活
着率に驚き、乗用型機械導入に沿った園内道の
整備状況と、１事業者による茶園の広さに敬服
頂いたようです。

③内閣総理大臣の視察　（平成25年５月18日）
　25年の４月下旬に、東京の本庁より視察があ
るのでよろしくと県の担当課より連絡があり５
月になり大分県警より現地調査依頼がありまし
た。これはひょっとすると総理が来られるので
はと思っていたところ、正式に総理視察の連絡
があり、それからが大変でした。
　総理が一望できるステージを作り、参加者は
全員名簿の提出を求められ、県警は来訪前は毎
日のように警備確認しました。総理視察時には
曇っていた空も晴れ、摘採機に乗って総理も満
足の様子でした。当方もこの機を逃してはと、
カメラマンを２名用意して視察時の写真を250
枚程確保し、写真集に致しました。

④ＴＢＳガッチリマンデー取材あり
　視察の多い企業として取り上げられ25年10月に
オンエアーされました。
⑤㈱伊藤園の公告素材として、テレビ、新聞に当

茶園の景色が使用されました。おーいお茶の
ペットボトルに当茶
園が25年度使用され
ました。平成26年の
テレビＣＭの素材は
当茶園です。
※平成19年から視察来
訪者は200先を超え
ております。
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