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■プログラム「ゲスト卓話」　 社会奉仕委員会
「地域への社会貢献　〜「十勝晴れ」の事例を通じて〜」

帯広信用金庫常務理事　高橋　常夫 様
　平素より「十勝晴れ」をご愛飲頂き、ありがとうござ
います。おかげさまで、「十勝晴れ」は完成した初年度
から、発売とほぼ同時に完売という状況が続いてお

り、これは地域の皆様に、十勝の地酒として認められた証であると
考えております。また、この4月には、札幌国税局新酒鑑評会で初の
金賞を受賞することができました。今後については様々な課題もあ
りますが、金賞受賞を励みに、これからも精一杯取り組んでいく所
存です。
　本日は、私ども帯広信用金庫が事務局を務めている「とかち酒文
化再現プロジェクト」について、これまでの活動内容を中心に、この
取り組みの狙いや今後の展望等に関し、お話しさせて頂きます。
　「食の宝庫」十勝に欠けているものの一つが地酒ですが、かつては
十勝にも9軒の酒蔵があったそうです。そこで、当金庫では「十勝に
ふさわしい地酒を復活するとともに、地酒を起点とする産業振興を
図れないか」と考え、平成22年8月25日、本プロジェクトをスタート
させました。くしくも、十勝酒造組合が設立されたちょうど100年後
に、地酒の再現を目指すプロジェクトが始まったのです。
　当金庫は地元に密着した金融機関として、十勝の産業振興に取り
組む責務があると考えています。産業振興という観点からは、地酒
を起点として様々な産業へ効果が波及していく「地酒産業クラスタ
ー」の形成が期待されることから、当金庫では本プロジェクトを地
域貢献活動の一環と位置付け、取り組んでいます。
　プロジェクトには、酒米作りから販売に至るまで、地酒を世に送
り出すために必要な9機関・団体（音更町、帯広市、帯広酒販協同組
合、帯広商工会議所、帯広信用金庫、帯広畜産大学、木野農業協同組
合、田中酒造㈱、十勝総合振興局）が参加しました。プロジェクト発
足後、大小様々な問題が生じましたが、連携の強みを活かすことで、
課題を一つずつ克服しています。
　最初の課題となったのが、酒米作りです。北海道の水稲主産地は
道央、道南で、十勝の水田面積はわずか14haのうえ、酒米の栽培実績
はありませんでした。このため、「十勝は酒米不適作地」という声も
ありましたが、十勝川温泉地区でもち米を生産しているベテラン農
家が引き受けてくれ、木野農協、帯広畜産大学、十勝農業改良普及セ
ンターの協力を得ながら、酒米を栽培することになりました。
　初年度（平成23年度）の実例に基づいて1年間の活動サイクルをご
紹介すると、まず4月中旬に種まきをし、ハウス内で苗を育てた後、
5月下旬に田植えを行います。各作業には、連携機関からボランティ
アの作業スタッフ20～30名が参加しているほか、田植えには連携機
関の代表者および地元小学校の児童も参加します。また、9月下旬
の稲刈りも、連携機関代表者、ボランティア作業スタッフ、地元小学
生により行っています。
　この間、初年度は地酒のネーミング公募も行い、応募総数713通の
中から「高く澄み切った青空と、さわやかでスッキリした味わいがイ
メージできる」ということで、「十勝晴れ」と命名しました。また、「十
勝晴れ」の題字は、地元の書家である長沼透石先生に揮毫して頂き
ました。仕込み水は候補地が3か所あったのですが、音更町の深層地
下水「大雪な水」を採用しました。「大雪な水」は、大雪山系に降った
雨や雪が数百年を経て深さ250mから噴出してくる超軟水の天然地
下水で、当金庫では本支店のロビーに「大雪な水」のウォーターサー
バーを設置し、来店されたお客様に自由にお飲み頂いております。
　12月初旬、小樽市の田中酒造で仕込みを開始します。約1か月後に
搾り作業、火入れを行い、発酵を止めて瓶詰め後に出荷され、立春の
2月4日に発売となります。
　平成24年1月28日、純米吟醸「十勝晴れ」の完成披露会を開催し、記
念講演の講師としてお招きした醸造学の権威である東京農業大学・
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小泉武夫名誉教授から高い評価を頂くことができました。また、副
産物の酒粕や米ぬかを利用した食品の試作品も同時に発表しまし
た。一般向け発売日の2月4日には500ml瓶で4千本販売したのです
が、発売日のうちにほぼ完売となり、中でもHapio木野では開店後わ
ずか5分で売り切れました。
　初年度の成果を挙げると、第一に、「米の不適作地」とされる十勝
で、酒米作りを成功させたことです。第二に、「十勝晴れ」の完成によ
り、当初の目的通り十勝の地酒が復活したことです。第三に、副産物
（酒粕、米ぬか）を活用した商品の試作にも取り組み、中には定番商
品化したものもあります。第四に、地元小学生にとっては、実体験を
通じた食育の良い機会になったと思います。第五に、地域に対し地
酒の復活という明るい話題を提供することができました。農商工・
産学官金の連携といったことがよく言われますが、本プロジェクト
では具体的な成果と連携の意義、今後の発展の可能性を示すことが
できたと思います。
　一方、初年度の活動を通じて認識させられた課題もあります。ま
ず、「十勝晴れ」が即完売して「幻の酒」となってしまったことを踏ま
え、作付面積（初年度50アール）を拡大して醸造量（初年度2.5キロリ
ットル）を増やそうと考えたのですが、当時は国の生産調整により、
米の作付面積拡大は困難な状況でした。
　また、「十勝の米と水を原料とする地酒を十勝で作りたい」という
思いから、十勝における酒蔵設置を検討したのですが、酒税法のハ
ードルが非常に高いことが分かりました。すなわち、製造免許取得
に必要な法定最低数量が、ワインや地ビールなら6キロリットルな
のに対し、清酒の場合は需給バランスを保つため、60キロリットル
と10倍もの大きさに設定されていることから、新規免許取得は事実
上不可能となっているのです。
　こうした課題に直面しつつも、連携の強みを活かしながらプロジ
ェクトを推進し、2年目は作付面積、醸造量ともに初年度の2倍に増
やすことができました。現在では、酒米の作付面積は当初比4倍の
203アールとなり、大吟醸を本年11月に、米焼酎を来年8月以降に発
売する予定です。
　残る重要な課題は、第一に運営主体の確立、第二に酒蔵の設置、第
三に十勝での酒米栽培拡大です。中でも酒蔵の設置が実現すれば、
規模が一気に拡大するため、運営主体の見直し（法人組織の新設）、
酒米供給量の確保が必要になると思われます。
　最後に、当面の販売スケジュールをご紹介すると、本年7月と9月
に純米吟醸、11月に大吟醸、来年2月には新酒の純米吟醸を発売し
ます。取扱い飲食店の情報は、帯広酒販協同組合が管理するホーム
ページ上に掲載しておりますので、ご覧下さい。
　以上のように、本プロジェクトは農商工・産学官金の連携が具現
化したシンボル的な事業であり、何とか地域に根付かせたいと考え
ておりますので、帯広ロータリークラブ会員の皆様にもご支援を賜
りますよう、お願い申し上げます。ご清聴ありがとうございました。

■RI2500地区第6分区ガバナー補佐挨拶 川田　章博 ガバナー補佐
　1年間、本当にお世話になりました。ガバナー補佐に
なって良かったことは、日頃接触の少ない郡部6クラ
ブの方々と交流できたことです。一方、残念だったの
は、私にガバナー補佐就任を熱心に勧めて下さった川
上哲平先生が、本年1月に亡くなられたことです。

　さて、ガバナー補佐になって大変だったことが一つありましたの
で、本日はそのことを少しお話ししたいと思います。それは、次期ガ
バナー補佐の選出問題です。以前の申し合わせでは、「帯広市内のク
ラブが2回担当したら、次は郡部のクラブが1回担当する」という形
で運営することになっていたのですが、実際には「分区代理」から
「ガバナー補佐」に制度変更された2002年以降、郡部6クラブ出身の
ガバナー補佐は2名しかおりません。
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　私はこうした状況を是正するため、「来年度は郡部6クラブの中か
らガバナー補佐を出し、IMを開催して欲しい」と働きかけたのです
が、郡部6クラブからはIMの開催に関し、「人材面、財政面の制約に
加え、長期間のブランクがあるので難しい」といった意見が出され、
了解を得ることができませんでした。
　このため、来年度については帯広南ロータリークラブの徳井会長
にお願いしてガバナー補佐およびIM開催を引き受けて頂く一方、本
年4月25日の会長幹事会において、私から今後のガバナー補佐選出
方法に関し、私案を提示させて頂きました。会長幹事会では、この私
案について賛成意見が多数を占め、各クラブに持ち帰って協議した
結果でも異論は出なかったため、正式に第6分区11クラブの「申し合
わせ事項」とすることが決まりましたので、内容を紹介させて頂き
ます。
①�　財政面、人材面を考慮し、帯広市以外の6クラブ（広尾、芽室、清
水、音更、上士幌、足寄）は、帯広市内5クラブとジョイントし、共同
してガバナー補佐輩出ならびにIM開催に当たる。
②�　グループ構成は、第1G:帯広、広尾、第2G:帯広北、芽室、第3G:帯
広東、音更、第4G:帯広西、清水、上士幌、第5G:帯広南、足寄とし、こ
れら5グループに、ガバナー補佐選出およびIM開催の順位を、原
則として義務付ける。
　各グループの組合せは、会員数がほぼ同じになるように決めてお
りますが、第3Gだけは帯広東、音更とも単独でIMを開催できる力を
持っているため、他グループ（100人超）比少ない80人程度となって
います。
　ガバナー補佐の選出はIM開催とセットになっているため、ガバナ
ーが信頼できる人を個人的に指名すれば済む問題ではなく、所属ク
ラブ会員の賛同が不可欠となります。従って、本「申し合わせ事項」
はあくまで紳士協定ですが、何とか皆さまのご理解を賜り、この線
に沿って運営して頂きたいと考えます。また、帯広市内5クラブにお
かれては、ペアを組む郡部クラブのサポートをして頂きたいと存じ
ます。
　それでは、申し合わせ事項を合田会長に渡させて頂きます。よろ
しくお願いします。

■会長報告 合田　倫佳 会長
　私事ですが、今週は出張が多く、一昨日、昨日と札幌
に行ってまいりました。会議の合間に、「よさこいソー
ラン」で準備が忙しい大通り公園付近を歩いている
と、向こうより歩いて来られる懐かしい方にお目にか
かりました。元北海道新聞帯広支社長で、現在は同社

常務の田村さんで、相変わらずの紳士ぶりでした。立ち話程度の会
話ではありましたが、互いに現状報告をちょっとだけさせて頂きま
した。日浅さんのこともよろしくとおっしゃって頂きました。
　このような出会いも、ロータリーでのお付き合いがあったからだ
と思いました。今後もロータリーの出会いを大切にしたいものだと
感じた次第です。
　本日は、川田ガバナー補佐の最終の訪問です。後ほどお話を聞か
せて頂きます。
　今年度もあと僅かとなりましたが、事業はまだ目白押しです。し
っかりと務めさせて頂きます。ありがとうございました。

■会務報告 倉野　　賢 幹事
①帯広RC、新会員オリエンテーション開催のご案内
　日　時　　6月10日（水）午後7時
　場　所　　十勝ガーデンズホテル
　会　費　　3,000円
　対象者　　2013-14年度以降入会された会員
②帯広RC、次年度第3回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　　6月10日（水）午後6時30分
　場　所　　ホテル日航ノースランド帯広
　会　費　　2,100円

③帯広RC、第6回クラブ協議会開催のご案内
　日　時　　6月17日（水）午後6時30分
　場　所　　なかもり
　会　費　　2,500円
④帯広RC、年度末最終夜間例会開催のご案内
　日　時　　6月24日（水）午後6時
　場　所　　ホテル日航ノースランド帯広
　二次会　　ウィンザー（会費:4,200円）
⑤各ロータリー、年度末最終夜間例会開催のご案内
・帯広東ロータリークラブ
　日　時　　6月23日（火）午後6時30分
　場　所　　アパホテル帯広駅前
・帯広西ロータリークラブ
　日　時　　6月25日（木）午後6時30分
　場　所　　北海道ホテル
・帯広北ロータリークラブ
　日　時　　6月26日（金）午後6時30分
　場　所　　ホテル日航ノースランド帯広
・帯広南ロータリークラブ
　日　時　　6月29日（月）午後6時30分
　場　所　　北海道ホテル
⑥帯広東RC、6月30日（火）の例会は、休会と致します。

■ゲスト紹介
RI第2500地区　第6分区ガバナー補佐 川田　章博 様
　　　　　　　セクレタリーキャップ 大友　広明 様
　　　　　　　セクレタリー 太田　　豊 様

■退会の挨拶 横尾　俊輔 会員
　2年間、大変お世話になりました。一番楽しかったの
は、先日転出された三宅会員と同じく最初の年の親睦
活動委員会で、藤森委員長の下、野菜の袋詰めや池田
まきばの家の鍵探しをしたことです。後任の山本は初
任地が帯広で、奥様も帯広出身ですので、ぜひ皆様の

ご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。それでは、ありがとう
ございました。

■会葬御礼 外㟢　裕康 副会長
　義父の葬儀に当たりましては、お忙しい中多くの方々にご会葬頂
くとともに、過分なるご供花、ご香料を賜り、厚く御礼申し上げま
す。妻も、「ロータリークラブの皆様には本当にお世話になり、あり
がとうございました」と申しておりますので、お伝え申し上げます。

■新会員紹介　 会員増強委員会
山根　正人 君　紹介
推薦者：竹川　博之 会員
　　　　奥原　　宏 会員
　髙桑の後任として、北洋銀行帯広中央支店長に着任
した山根でございます。歴史と伝統のある帯広ロータ

リークラブに入会させて頂くことになり、光栄に存じます。帯広は
住むのも勤務も初めてですので、ロータリークラブを通じて帯広の
皆様と親しくさせて頂ければありがたいと存じます。何とぞよろし
くお願いいたします。

【お知らせ】
・6月のロータリーレートは、1ドル=118円です。
・帯広東RCの例会場が、平成27年7月（2015−16年度）より、ホテル
日航ノースランド帯広に変更になります。
■次週プログラム予定
6月17日（水）「国際協力を活用した地方自治体と企業の海外展開」�（国際奉仕委員会）
独立行政法人�国際協力機構�北海道帯広センター所長�睦好絵美子�様


