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■会長報告	 奥原　　宏	会長
　先日21日（日）足寄RCの50周年式典に出席して
まいりました。帯広RCからはスポンサークラブと
いうこともあり、登録14名、出席者9名となりまし
た。
　会員の中には帯広RCが足寄RCのスポンサーで

あることがわからない方が多くなってきていますので、少々触
れておきたいと思います。
　足寄RCは昭和37年に帯広RCがスポンサーとなり、杉田末吉
特別代表のもと、初代会長 故 羽磨卯吉郎氏をはじめ25名の会
員が登録されました。実に地区内23番目、十勝で5番目のクラブ
として創立されました。
　足寄RCのチャーターメンバーである 故 安久津義人氏が中心
となり、剣道の普及に関り、青少年の育成に努めてまいりまし
た。また多くの社会福祉事業に対しての奉仕活動に尽力され、足
寄町の発展と共に歩んできたクラブであります。本日は足寄RC

の50周年にふれ、会長報告と
させていただきます。

■プログラム　「臨時総会」	 理事会
　後藤幹事よりクラブ細則第5条3節により本総
会が成立しましたとの報告がありました。クラブ
細則第4条1節により、奥原会長が議長を務めまし
た。臨時総会で奥周盛会員をRＩ第2500地区ガバ
ナー候補者に推薦し、全会一致で承認されました。
奥原	議長
　今回の臨時総会は、ご案内の通り2014－15年度ガバナー選出
の件についてであります。今年6月に2012－13年度会長に対しま
して、2500地区のパストガバナーより、帯広RCから推選いただ
きたいとの主旨の相談がありました。その後、新年度に入り帯広
RC元会長会でご意見を賜り、8月に臨時理事会、10月の定例理
事会と2回にわたり議論を重ねました。いろいろな帯広RCを心
配する多数のご意見をいただきながらも、何とか10月の定例理
事会で奥 周盛会員をガバナーに推挙することに決定いたしま
した。どうか会員の皆様の寛大なるご理解とご承認を賜りたい
と考えます。
　また、正式にガバナーノミニーとして奥 周盛会員が地区で決
定した後には、ガバナーの役割等会員の皆さんが不明な点等に
ついて今年度中に例会にてお話をさせていただきたいと考えて
おります。宜しくお願い申し上げます。

No.3002

第3320回例
会

平成24年10月24日

■プログラム　
「畜大牛乳～食の安全と地産地消～について考える」

社会奉仕委員会　長澤　秀行	委員長
帯広畜産大学　うしぶ。

性全祐美、安倍いちい、加藤里佳	様
　近年、「食の安全」は重要な課題で、消費者の関心も非常に高く
なっています。そんな「食の安全」について、身をもって実感し実
行していると自負するのが私たち“うしぶ。”です。
　うしぶ。とは、帯広畜産大学のサークルの一つで、畜産フィー
ルド科学センターで搾乳を行う非常勤職員でもあります。現在、
うしぶ。では、毎日朝と夕方それぞれ5時から、70頭の乳牛の搾
乳を行っています。搾られた生乳は「畜大牛乳」として販売され
ているため、生産者として細心の注意を払っています。例えば、
搾乳器（ミルカー）を牛に着ける前には、ディッピング（乳頭に消
毒液をつけること）をして「前搾り」を行い、殺菌水を浸したタオ
ルで乳頭を拭きます。「前搾り」とは手で10回搾り、乳房炎などの
乳の異常を調べることと、乳頭を人が触ることでそれが刺激と
なり、泌乳ホルモンのオキシトシンを分泌させるために行いま
す。この工程を適当に行ってしまうと、乳房炎などにより汚染さ
れた生乳が混ざり、生菌数や体細胞（白血球やその他の脱落細
胞）数が上がってしまい、乳質が低下します。この生菌数や体細
胞数などの数は、毎日検査しており、数値が上がらないように乳
房炎の早期発見に努めています。ディッピングや前搾りなどの
決められた工程を確実に行い、糞などの汚れをきちんと拭き取
らなければ、生菌数は高くなるし、清潔なミルクとは言えませ
ん。乳質の良し悪しは、搾る人間によって決まってきます。うし
ぶ。全員、日頃から、どの作業も丁寧に手を抜かず、生産者として
の意識を持って活動しています。だからこそ、「畜大牛乳はおい
しい」と言ってくださる方が多いのかもしれません。
　私たちうしぶ。が丁寧に、愛情を持って搾った生乳が使われて
いる「畜大牛乳」は、今年で50周年を迎えます。「畜大牛乳」は、大
学内で飼育している健
康な乳牛に、自家生産の
おいしい飼料や草を食
べさせ、ストレスの少な
い牛から搾られている
ので、市販されている牛
乳とは一味違った風味
を出していると思いま
す。農場の敷地内にある
乳製品工場に、バルクク
ーラーから搾りたての生
乳を運び、その日のうち
にパック詰めをします。
このように、「畜大牛乳」
は大学内で搾乳から充
填まですべての工程を
行っています。また、「畜
大牛乳」を製造している
乳製品工場は、北海道
HACCPの認証施設であ
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10月10日例会　会員総数86名（内免除会員5名）



・出席報告
10/24例会の報告
 会員総数86名　内免除会員6名　出席者数61名
10/10例会の報告
 メークアップを含む出席者数61名　出席率74.4%

・ニコニコ献金	 親睦活動委員会　小林　善之	委員
10/24分
白石　俊之 会員
　先日ニコニコをしましたが、柏葉5期の同期会を喜寿のお祝い
をかねて開催しました。61名の参加者があり楽しみました。その
行事を北海道新聞がとりあげてくれました。感謝いたします。
進藤　恒彦 会員
　健康診断に進藤医院職員をご利用頂きありがとうございます。
渡辺喜代美 会員
　今週の月曜日、今年チャーターした第2830地区弘前アップル
クラブを訪問、関場元ガバナーをはじめ若い会員25名の皆さんに
元気をもらいました。
長澤　秀行 会員
　本日、例会を担当させていただきます。
池田　雄一 会員
　先週の職場訪問では、当社のショールームに来て頂きまして、
ありがとうございました。またお待ちしております。

平原　　隆 会員　出席表彰記念12年
松島　　隆 会員　出席表彰記念12年
田中　一郎 会員　出席表彰記念 9年
田守　由宗 会員　出席表彰記念 8年
倉野　　賢 会員　出席表彰記念 7年
及川ゆかり 会員　出席表彰記念 2年
堀江　威光 会員　出席表彰記念 2年
辺見　京一 会員　出席表彰記念 1年
五十嵐聖二 会員　出席表彰記念 1年

■お誕生祝い
　髙橋　猛文 会員　　道　　吉見 会員　
■ご結婚祝い
　髙橋　猛文 会員
■配偶者様お誕生祝い
　髙橋　猛文 会員　　増田　正二 会員

■次週プログラム予定
　10月31日（水）「休　会」
　11月 7日（水）「年次寄付と未来の夢計画について」
 （ロータリー財団委員会）

り、安心、安全、清潔であると言えると思います。
　「畜大牛乳」は殺菌方法により、2種類の牛乳を製造・販売して
います。1つ目の高温殺菌牛乳は、内容量が1000mlで、販売価格
は185円です。2つ目の低温殺菌牛乳は、内容量は500mlで、118
円です。同じ生乳を使っていても、殺菌方法により味や風味は変
わります。まず、高温殺菌牛乳とは、120℃で2秒間殺菌した牛乳
です。この殺菌方法は、ほとんどの細菌を死滅させることがで
き、賞味期限が長いのですが、高温で殺菌することにより、「焦げ
臭」と呼ばれるものがします。しかし、この「焦げ臭」により高温
殺菌牛乳のほうが濃厚だと感じられます。次に、低温殺菌とは
65℃で30分間殺菌した牛乳で、一般的な高温殺菌牛乳よりも賞
味期限が短くなります。低温で時間をかけてゆっくり殺菌する
ことにより、食中毒などの原因を引き起こす有害な細菌を死滅
させ、カルシウムなどの栄養素を壊さず、たんぱく質の熱変性を
抑えることができます。そのため、生乳本来の風味を保つことが
でき、日本人に多い乳糖不耐症の人も、個人差はあるものの、低
温殺菌ならお腹がごろごろしないという利点があります。また、
小規模の限定的生産にとどまるためか、低温殺菌は高温殺菌に
比べ人気があります。「畜大牛乳」は、帯広畜産大学の大学生協と
コープ札幌（帯広ベルデ店、かしわ店）のみで販売されています。
大学生協で販売されているため、わざわざ大学まで購入しに来
る地域の方も多数見られ、地産地消となっています。農場も、牛
乳を製造する工場も規模が大きいとは言えないため、地元で消
費できるくらいしか製造・販売しないので、無駄が少ないと言え
ます。
　私たちうしぶ。は、「畜大牛乳」の生産者として「食の安心・安
全」さらに「清潔第一」を念頭におき、日々搾乳に取り組んでいま
す。一切の妥協を許さず、真剣に作業し、よりおいしい「畜大牛
乳」を生産できるように部員同士で搾乳方法の改善や、指摘など
も行っています。これからも、私たちが搾った「畜大牛乳」をより
多くの方に飲んで欲しいと思います。

■事業「健康診断」　職業奉仕委員会
　平成24年10月24日ホテル日航ノースランド帯広2階ホワイエ
において、職業奉仕委員会による健康診断が行われました。

■会務報告	 後藤　健二	幹事
①帯　広RC、10月31日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　10月25日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広東RC、10月30日（火）の例会は、休会と致します。

■委員会報告
・出席表彰	 出席副委員会　安岡美樹夫	副委員長
　平原　　隆　会員　12年　　　　松島　　隆　会員　12年
　田中　一郎　会員　 9年　　　　田守　由宗　会員　 8年
　倉野　　賢　会員　 7年　　　　及川ゆかり　会員　 2年
　堀江　威光　会員　 2年　　　　辺見　京一　会員　 1年
　若月　　誠　会員　 1年　　　　谷山　仁基　会員　 1年
　五十嵐聖二　会員　 1年

例会日 /水曜日	12:30 ～ 13:30　　例会会場 /ホテル日航ノースランド帯広　TEL0155-24-1234
●創立 / 昭和 10 年 3 月 15 日　●認証番号 /3820　●戦後再開 / 昭和 25 年 12 月 19 日
●事務局 / 帯広市西 3 条南 9 丁目 経済センタービル 4F　TEL0155-25-7347  FAX0155-28-6033
●発行 / クラブ広報
●委員長 / 太田　隆博・副委員長 / 藤森　裕康
　委　員 / 中森　　保・山本昭一郎・麻生　幸雄・阿部　幹男・加藤　恭一・三浦　啓徹
●ホームページアドレス /http://www.obihiro-rc.jp

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。


