（2019 年）平成 31 年 4 月 9 日 No 35 2018～2019 年度（第 3284 回会報）
会員数 103 名 出席者数 62 名 出席率 68.9％
ビジター紹介（親睦活動委員会

明賀一博委員長）

菊地正幸様（ゲストスピーカー・ 宇都宮東ロータリークラブ）
会長挨拶（岡﨑善胤会長）

皆さん、こんにちは。今、宇都宮の桜は満開かと思います。昨日私も色々な所を回って、桜を見て参り
ました。本日の例会の卓話は、宇都宮酒造(株)の菊地社長です。菊地社長のところと言えば「四季桜」と
いう事で卓話を楽しみに致しております。
「お酒つながり」という事ではないのですが、今月 23 日のク
ラブフォーラムがございます。懇親会で、サントリーモルティングの金山社長他会社の方々にプレモー
ルセミナーをお願いしております。今テーブルの上に「ラインのアプリでお得があります」というご案内
を置いてございます。登録をして頂きますと「色々、得点があります」という事です。登録して頂きます
と２３日のフォーラム親睦の中でのご案内で、内容をよりご理解頂けるのではないかと思います。
新聞等で皆様ご存じかと思いますが、元ＲＩ理事・国際ロータリー２５５０地区パストガバナーでご
ざいました板橋敏雄様が３月２５日にご逝去されました。葬儀はすでに近親者のみで済まされ、社葬と
しまして４月２３日に足利市市民大ホールで執り行われます。近藤隆亮パストガバナーと熊本幹事・私
で葬儀に参加をさせて頂きます。もし参加出来る会員様がいらっしゃいましたら、一緒に行かせて頂き
ます。本日も宜しくお願い致します。
快出席祝（出席委員会

稲野秀孝委員長）

小針直哉会員（36 年）酒井誠会員（9 年）斎藤幸一会員（8 年）永井宏樹会員（5 年）
旭野好紀会員（3 年）重信猛雄会員（1 年）
会員増強委員会報告（阿部欣文委員長）

皆さん、こんにちは。会員増強委員会の阿部でございます。この例会が終わりましたら、会員増強委員
会を開催したいと思いますのでメンバーの方、お集まり頂きたいと思います。そして皆様にお願いです
が、お知り合いの方で当クラブにご紹介して頂ける方がいらっしゃいましたら、委員会前にでも情報を
頂けましたらと思います。宜しくお願い致します。
幹事報告（熊本勇治幹事）

皆さん、こんにちは。増渕ロータリー情報委員長の代理で、お話をさせて頂きます。クラブフォーラム
の内容につきまして、クラブ奉仕の善林委員長が内容の構想を考えられていると思います。今回懇親会
でビールセミナーをさせて頂きます。キャラバンとして、金山会員と当ホテルの根本さんよりお話がご
ざいます。
金山典生会員

皆様、こんにちは。金山です。4 月 23 日クラブフォーラムの後に、お楽しみがございます。当日は、
是非ご参加を宜しくお願い致します。テーブルの上に 2 枚の用紙が置い
てございます。2 枚目の方ですがラインから入りバーコードを読んで頂き
ますと、ビールが 3 倍美味しくなるアプリがございます。おそらく簡単に
できると思います。迷われた方は、会社に戻って社員の方又ご家族の方に
是非操作して頂けましたらとお願い致します。3 倍美味しくなります。も
しガラケイの方は、フォーラムに来て頂きますと 2 倍美味しくなります。
是非、宜しくお願い致します。
根本様

皆様、こんにちは。東武ホテルグランデの根本でございます。何時も当ホテルをご利用頂きまして有り
難うございます。4 月 23 日のフォーラムでは、私共でもプレミアムモルツに合う料理をご用意してお
りますので、多くの皆様にご参加をして頂きたいと思います。又 5 月 26 日に当ホテル主催で「ソムリ
エ田崎真也とワインを愉しむガラディナー」というイベントを行ないます。私共の料理に合うワイン
を田崎様に選んで頂き、お料理を愉しんで頂くイベントです。多くの皆様におこし頂ければと思いま
す。本日、宇都宮酒造の菊地社長様がお越しになっておりますが、私共日本酒に合う料理も得意ですの
で是非宜しくお願い致します。23 日のフォーラムでは、是非宜しくお願い致します。
ニコニコボックス委員会（増田和浩委員）

結

婚

祝：池田剛会員 片山辰郎会員 菊池芳幸会員

快 出 席 祝：酒井誠会員 藤澤智会員 重信猛雄会員
奥 様 誕 生 祝：池田剛会員
菅谷隆臣会員：７日の栃木県議会議員選挙におきまして、実姉「渡辺幸子」が無事３期目の
当選をする事が出来ました。宇都宮ロータリークラブの皆様方には、お忙しい中
大変御世話になりました。心から御礼を申し上げます。今後もご支援の程、宜しくお願
い致します。
小島克之会員：親睦ゴルフ大会では「同伴のメンバー・花見日和と天気・レンタルクラブと隠しホール」
に恵まれて、優勝させて頂きました。５月６日の対抗ゴルフでは、グロスで貢献出来る
よう頑張ります。
岡﨑善胤会長：４月６日の親睦ゴルフでは、幸いにも BM 賞を頂きましたのでニコニコさせて頂きま
す。
善林隆充副会長：ブービー賞でした。
プログラム紹介（プログラム委員長 岸本卓也委員長）

こんにちは。プログラム委員長の岸本でございます。本日は、宇都宮酒造(株)代表取締役・栃木県酒造
組合会長の菊地正幸様にお越し頂いております。菊地様は、宇都宮東ロータリークラブに入会されてお
ります。最近各種燗酒会で栃木のお酒が優秀な成績を収めております。それでは、菊池様、宜しくお願い
致します。
卓話「とちぎの地酒で乾杯」
宇都宮酒造(株)

代表取締役

栃木県酒造組合会長
菊地正幸

様

皆様、こんにちは。ご紹介を頂きました栃木県酒造組合の会長を仰せつかっております宇都宮酒造の

菊地と申します。私は東ロータリークラブなのですが、宇都宮ロータリークラブにも沢山の知り合いが
おります。タイミング良く今日下野新聞を見ましたら、栃木の地酒の輸出が
全国で 4 番目という記事が載っていました。さすがプログラム委員長のお
力で紙面に載せて頂いたと感動致しました。又 NHK さんで、明日昼の 11
時栃木県の酒造組合と 2 つの蔵を紹介して頂く番組を放映される予定です。
宇都宮ロータリークラブの皆様には、大変御世話になり有り難うございます。
さて、お酒のお話をさせて頂きます。優れた文明を持つ民族は、優れたお
酒を持っていると言われております。今では宗教的に禁止されている民族の中でも、長い歴史の紐を解
くと必ずお酒が見え隠れしております。原始社会に於いても、衣食住が満たされてくると必ず集落・団体
で生活をするようになります。神様の前で誓ったり祈ったりします。結束を図るようになります。お酒を
飲むことによって「酔っ払う」事で、神様の声を聞きたい、神様にお供えした同じ物を口にすることによ
って、神様と人を結び付けるのが「お酒」という事で血とか生け贄が抑え代わったと言う説があるくら
い、お酒は人と神様を結び付ける物です。日本はお米が中心ですから、清いお酒を神様に捧げる以外考え
られないですから、例祭の後、神様の前でお酒を飲んだり楽しむという事があります。
日本酒・ビール・ワイン、これが醸造酒です。ウイスキー・焼酎・ブランディーは蒸留酒です。醸造酒
を蒸留する事によって、アルコール度数の高い蒸留酒が生まれます。私達は、日本酒を造っております。
何故、お酒を造っているのでしょうか？何時も哲学的に考えております。美味しいお酒と美味しい料理
が出合うと、お互いを引立てあい食生活が豊かになり、楽しくなります。又良いお酒は、良い人の和を作
ります。お酒を通して新しい出会いがあったり、強い絆が生まれたりします。又適量のお酒は百薬の長、
健康の源でもあります。又喜びを倍増し、悲しみを癒す力があります。私達はお酒を飲まれる方が「少し
でも楽しく、豊かな人生を過ごしてもらいたい」と、ちょっとしたお手伝いが出来ればと思っておりま
す。もう 1 つ、税を通して社会的貢献があります。お酒には酒税がかかります。今日本酒の酒税は、１リ
ッター120 円です。アルコール度数の高いのも低いのも、値段の高いのも安いのも一升瓶で言いますと、
216 円の酒税が加わっています。今、国の租税が約 70 兆円と聞きましたけれど、酒税全体で 1 兆 3000
億になっております。国に取っては大切な財源ですので、しっかりと酒税が国に円滑に納まるようお酒
を造るのには酒造免許、お酒を売るのには小売り免許という免許制度が残っているのは私共業界の形で
す。お酒造りといいますのは、天と地の恵と人の輪で醸すものです。決して蔵元だけでは良いものは出来
ません。お米を生産して下さる皆様、そしてお酒を提供して下さる皆様、そしてお酒を飲んで下さる皆様
によって、初めて名酒というものが出来上がります。
----これから DVD で日本酒が出来る迄を見て頂きます。---これは酒造組合中央会が作った DVD です。どの蔵でも同じような形でお酒造りを行なっています。こ
こには精米は無かったのですが、玄米を使わないで日本酒の場合は精米を使います。精米は、「100％の
玄米から何％残っていますよ」という書き方になっています。例えば 60％の精米の場合は、100％の玄
米から 40％を米ぬかにして 60％でお酒を仕込むという事です。逆に言うと、40％と書いてありますと
60％米ぬかで 40％の残った白米でお酒を仕込んでいるという事です。では、今食べているご飯は何％位
磨いているか、分りますか？今、コイン精米機に行くと 100 円で、5 分位で出来ます。上から上白・標
準・8 分に分けて精米しますが、昔から 8 分づきと言っていました。8 分ですから、8％です。8％米ぬか
にして 92％を食べているということです。私達の酒造メーカーでは、食べて美味しいところは邪魔にな
ります。中心の良質のデンプン質を使いたいので、お米を良く磨きます。ちなみに今年内で１番良く磨い
たのは 35％で、精米時間は 30 時間かかっています。栃木県のお酒造りでは何が違うかと言いますと、
先ずお米です。最近「夢ささら」という栃木県の新しいオリジナルの酒造好適米デビューというニュース
を、皆様お聞きになったと思います。栃木県もオリジナルのお米が出てくるようになりました。又作り

手・下野杜氏という若い集団が栃木県に生まれてきています。今 26 人の下野杜氏がいます。栃木県には
昔から、新潟の越後杜氏さん、岩手県の南部杜氏さんに、団体でチームを組んで住み込みで酒造りに来て
頂いております。その方々が段々高齢となり、その技術を学ぼうとして下野酒造技術者養成講座を作り
ました。越後・南部の杜氏さん達がお元気な内に、上手く技術の継承をすることが出来ました。技術継承
のおかげもあり、栃木県は様々な鑑評会で好成績をとっています。栃木の地元のお陰で、乾杯を推進する
条例が今 6 年目を迎えています。栃木県はビール麦の生産が日本一、ココ・ファーム・ワイナリーさん
もあります。最近は、クラフトビールさんもあり、いろんな所に気を使って「栃木の地元のお酒で乾杯す
る条例」となっております。条例ですから、お守り頂ければ幸いでございます。栃木県の酒造組合に一番
近い例会場が、ここです。二荒山神社の駐車場を下りてくると、だいたい正面に近いところに酒造組合が
ございます。そこにアンテナショップ「酒々楽」がございます。そこの「酒々楽大使」を引き受けて下さ
っている方が、このクラブの中にいらっしゃいます。そこは平日の 17 時から 19 時まで 2 時間ですが、
1 杯 100 円で栃木のお酒を味わえるようになっています。
何故平日の 17 時から 19 時迄かと言いますと、
アンテナショップなので周りの飲食店さんにご迷惑をかけないようにという事です。栃木の地酒を飲ん
でから、次のお店に行って楽しんで頂くという事です。栃木の蔵元という大きな冊子をお配りしており
ます。ここに酒造組合のすべての蔵元の情報が入っております。是非、全蔵を制覇して頂けたらと思いま
す。一番制覇し易いのは、アンテナショップ「酒々楽」です。今 After DC、ディスティネイションキャ
ンペーンの後半という事で、２つ程チラシを入れさせて頂きました。栃木県酒造組合の行事としまして、
１月の「松尾祭」といいまして、二荒山神社中断正面に向かって右側の方に松尾大社の神社があります。
そこでお酒の霊祭を１月の上旬に毎年行っております。2 月には恵方呑み、今年 3 月に夢「酒々楽」で発
表会を行ないました。5 月は宮フェスタ、7 月 5 日にはオリオンスクエアーのささらガーデンで酒々楽を
行ないます。ここでは、一般の方の日本酒の利き酒選手権の大会があります。8 月 23 日は、栃木の地元
のお酒で乾杯フェスタが行なわれます。県の後援を頂いて行なうイベントです。これからも栃木の地酒
を愛して頂いて、サントリービール様をはじめ「ビール・楽しいお酒」で乾杯して頂ける様お願いを致し
まして、卓話とさせて頂きます。本日は、誠に有り難うございました。
4 月卓話】
4 月 9 日（火）
「とちぎの地酒で乾杯」
菊地正幸様

宇都宮酒造㈱代表取締役

4 月 16 日（火）
「市政について」
佐藤栄一宇都宮市長
4 月 23 日（火）夜間例会 クラブフォーラム
4 月 30 日（火）休会
＝当日の食事＝
ビーフカレーライス
サラダ 福神漬け

会報担当：池田

剛 会員

画像担当：菅谷 隆臣 会員

栃木県酒造組合会長

