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長野西ロータリークラブ

会長／清水 光朗 幹事／小山 浩太郎 クラブ会報委員長／轟 修平

SAA／村田 弘志 副 SAA／西沢 徹

会長挨拶 清水光朗会長

本日はゲストに㈱あっぷるアイビーの代表取締

役丸田剛さんをお迎えしています｡ 丸田さんが運

営されている焼き肉店 ｢あっぷるバーン｣ は私の

会社の隣にあり､ ランチでは大変お世話になって

います｡ 後ほど ｢牛肉の世界｣ という題で卓話を

していただきます｡ お話し楽しみにしています｡

さて､ 今回は1956年公開の大作 ｢ジャイアンツ｣

についてお話します｡ この映画をご覧になった方

は大勢いらっしゃるとは思いますが､ 実は映画館

でなく TV で放映された吹き替え版でしか拝見

しておりません｡ 監督はジョージ・スティーブン

ス､ 主役は３人で当時23才のエリザベス・テイ

ラー､ ロック・ハドソン､ それとこの映画撮影終

了１週間後に28才の若さで交通事故により亡くなっ

たジェームス・ディーンでした｡ この映画は､ 石

油産出により変わりゆくテキサスを背景とし､ 名

門ベネディクト家と若い牧童ジェットとの人間関

係と葛藤の30年間を描き出しています｡ この映画

で記憶に残ったセリフは２つあります｡ ちょっと

した会話ですが１つはＥ・テイラーとＲ・ハドソ

ンが夫婦喧嘩の後でＥ・テイラー ｢喧嘩のよいと

ころは､ 後で仲直りができることね｣ で､ もう１

つはＥ・テイラーとＪ・ディーンの会話から､

Ｅ・テイラー ｢お金がすべてじゃないわ｣

Ｊ・ディーン ｢持っている人はそう言うんです｣

幹事報告 小山浩太郎幹事

＊第11回クラブ協議会報告

・新会員の推薦があり先ほど理事会で承認されま

した｡ 太田裕志さんです｡ 皆様に通知し入会に

ご異議なければ､ ７月以降入会の予定でおりま

す｡ よろしくお願いします｡

・29日春のゴミゼロ運動｡ 県短ウィンドオーケス

トラの皆さんと下平先生13名､ 長野女子高 IAC

の学生さんと望月先生10名､ 会員８名､ ヨンジャ

ンサントスさんで合計32名参加｡

・次週６月３日の例会は､ ４日 (土) 森林 (もり)

例会に振替｡ ホテル国際７：50集合｡

・５/28～６/１ ソウル国際大会 綿貫さん､ 伊

東さん､ 野村さん､ ・若麻績さん､ 瀧澤さん､

小山さん｡

・６月４日地区会員増強セミナー 松本｡

粕尾正康次期幹事出席｡

・６月17日観蛍会18：30～ ます栄さんです｡

・６月９日本・次年度合同長野市内６RC幹事会｡

・６月10日第３回予定者会議 11：30～扇の間｡

６／10 本日のプログラム

創立30周年記念卓話

会 員 卓 話 柄 澤 重 登 さ ん

会 員 卓 話 高 井 新太郎 さ ん

世界へのプレゼントになろう
Be a Gift to the World

第1386回例会 2016年 (平成28年) ５月27日 (金)
第1387回例会 2016年 (平成28年) ６月４日 (土) 森林 (もり) 例会



出席・ニコＢＯＸ報告 福澤例会運営委員
５/27 (会員53名) 出席26名前々回修正出席率91.66％

ゲスト 丸田 剛さん㈱ (あっぷるアイビー)

・関 幸博さん☆今期のプログラム担当最後のゲ

スト卓話紹介です｡ たくさんのお人､ ありがと

うございます｡ 粕尾委員長からの食事のお誘い

を楽しみにしております｡

・轟 修平さん☆ちょっとしゃべらせて下さい｡

・清水光朗さん☆一昨日新しい扇子を購入しまし

た｡ これでこの夏も涼しく過ごせそうです｡ 日

本の蒸し暑い夏にはこれが一番！！

・若麻績信昭さん☆諸般の事情で休ませていただ

きました｡

・合 計 12,000円 ・累 計 862,968円

講師紹介 関 幸博プログラム委員

本日は､ あっぷるアイビーの丸田社長です｡ アッ

プルグリム､ カルビ牧場､ ピッツェリア､ きらび､

Sawasdee cafe 等々多くの業態をされています｡

皆様もおなじみかと思いますが､ 是非､ お話をお

聞きになって下さい｡
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ゲ ス ト 卓話 丸 田 剛 さ ん

｢牛肉の世界｣

【会社紹介】㈱あっぷるアイ

ビー｡ 昭和27年 ㈱信濃屋設

立→チーズドール→あっぷる

ぐりむ｡ 現在､ 長野・新潟・

富山に37店｡

【牛肉事情】長野県牛肉消費

が46番､ 生産が25番で､ 食べ

ないでもっぱら作っています｡ 世界での消費は､

アルゼンチン→ブラジル→米国→オーストラリア

と以外にも米国は３番目です｡

【牛の種類】小さいが良品の和牛､ 大きい外国産､

中間の交雑種 (父親が和牛､ 母親が外国種) さら

に 『穀物飼育牛』 『牧草飼育牛』 肉牛は､ 柔らか

い肉の雌だけど 『去勢』 して雄を食肉としたり､

『廃用牛』 といって家畜として用をなさなくなっ

た牛､ 乳量の低下した乳牛､ 出産能力が失われた

経産牛なども食べます｡ (美味しくなさそう)

【国産ブランド牛】例えば､ 松坂牛は､ 黒毛和種､

飼育期間の制限､ 体重範囲､ 生産地域の制限､ 子

供を産んでない雌と厳しい条件がある｡

【牛肉の等級】A１から A５､ B１から B５､ C

１から C５｡ ややこしいのは､ A１が低く C５が

上級なんですね｡ 細かく分けて管理しているので

すが､ 消費者が購入する時しっかり表示してある

のかは？

【加工牛とは】これは､ ビックリですね｡ 脂質注

入なんと油を牛肉に追加するのです｡ 成型肉添加

物を加えプレスで形を整える｡ どうでしょうか？

(やり過ぎ)

【その他畜産添加物】病気の治療に､ 成長促進に

と抗生物質を使う｡ 成長が早くなったり肉の量が

増えるので､ 成長ホルモンを使う｡

会報当番：轟 修平クラブ会報委員長

牛に穀物を食べさせるとか､ 抗生物質を使用し

たり､ 成長ホルモンを使ったり､ 牛脂注入とか､

これって大丈夫でしょうか？我々年寄りはまあしょ

うがないでしょうが､ 子供に影響は？どう考えて

もいいとは､ 思えません｡ 孫が心配です！！

次週例会案内 ６月17日 観蛍会 18：30～ ます栄



ロータリーの森林 ( もり ) 例会ロータリーの森林 ( もり ) 例会
2016年６月４日㈯　創立10周年記念事業分収造林：信濃町霊仙寺山国有林

山菜取り・散策 ～ 昼食・入浴　赤倉温泉ホテル太閤
参加者：会員 15名　ご家族２名　サントス米山奨学生

　分収造林契約から20年目を迎えることとなる６月４日㈯森林（もり）例会を、晴天の中開催しました。折しも本日か
ら三日間長野市において全国植樹祭が天皇・皇后両陛下臨席の下挙行される記念すべき日。会員15名、家族２名とサン
トスさんは、森の果たす役目・里山整備の必要性・CO２削減等、地球環境保全について話し合いながら霊仙寺山の整備に
汗を流しました。その後、赤倉温泉ホテル太閤にて懇親を深め意義ある一日を過しました。勿論収穫も、ばっちりありま
した。

　分収造林契約から20年目を迎えることとなる６月４日㈯森林（もり）例会を、晴天の中開催しました。折しも本日か
ら三日間長野市において全国植樹祭が天皇・皇后両陛下臨席の下挙行される記念すべき日。会員15名、家族２名とサン
トスさんは、森の果たす役目・里山整備の必要性・CO２削減等、地球環境保全について話し合いながら霊仙寺山の整備に
汗を流しました。その後、赤倉温泉ホテル太閤にて懇親を深め意義ある一日を過しました。勿論収穫も、ばっちりありま
した。

「みんなで森林(もり)に行きましょう！！！」「みんなで森林(もり)に行きましょう！！！」

道の駅にて道の駅にて

新しい道「殿沢林道」造成中新しい道「殿沢林道」造成中
新しくした看板新しくした看板

根曲り竹採れました！根曲り竹採れました！

南　信行　森林（もり）委員長



2016ソウル国際大会報告
2016年5月28日～6月1日

出席：綿貫隆夫・伊東義次・野村泰久・若麻績信昭・小山浩太郎・瀧澤　聡

皆さんお疲れ様でした皆さんお疲れ様でした

美味しいお酒で乾杯美味しいお酒で乾杯

5月28日(土)　韓国ソウルへ移動
夕食は、2600地区21名の参加者で懇親会を行いました。
野村さんは、善光寺木遣を披露

5月29日(日)　大会登録をして国際大会に参加。英語によるセッショ
ンで世界各国から2万人が結集。会場はとても広くアリーナの後方か
らは、ステージが見えづらいので何ヶ所かのモニターを見ながら同時
通訳のトランシーバーで日本語訳を聞きました。大勢の参加者と大会
が大規模なので圧倒されました。

5月30日(月)　大会への参加後は現地のカイドさん
に案内頂き、市内の観光名所を半日観光しました。
どこも世界各国からのロータリアンと中国・台湾か
らの観光客で混雑していました。

（報告　瀧澤　聡）


