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 WELCOME   副会長 井上 英幸 

海野 義幸 様 農業生産法人 ファーム TORAO㈱ 

  代表取締役 

矢橋潤一郎 様 RI第 2510地区米山記念奨学・学友委員会 

委員 (札幌東ロータリークラブ) 

 

 会長あいさつ   会長 四方 信次 

こんにちは。先週の合同

例会ありがとうございまし

た。石川委員長を始め

親睦委員会の頑張りで

大変盛り上がった催しに

なりました。テーブルにク

リスマス会の案内が上が

っています。親睦委員会が検討しておりますがとても面白

いものになりそうです。1 人でも多くのご家族をお誘い頂

き楽しいひと時にしたいと思いますので宜しくお願い致しま

す。会報を見ていると例会の未定が目立つので、各委

員長さん方は早めにテーマを決めて頂きたいと思います。 

 

 ビジターご挨拶   

RI 第 2510 地区 米山記念奨学・学友委員会 委員 

札幌東ロータリークラブ 矢橋 潤一郎 様 

こんにちは。本業は北海

航測と申しまして航空

写真測量の会社を経

営しております。今日は

珍しく千歳市役所から

お仕事を頂戴しましたも

ので、この後市役所にご

挨拶に伺うという事で千歳まで参りました。併せてこちら

にいらっしゃる坂井さんに暫く預かっていただいたものがご

ざいまして、年をまたいで預かっていただくのも少し嵩張る

物なので取りに伺いがてらのメイキャップでございます。こ

ちらにお邪魔しましたのが 5年前になります。GSEのチー

ムリーダーでドイツに行っておりまして、その帰国報告の卓

話をさせていただきました。現在、会長からご紹介いただ

きました地区米山委員をやっております。それとは別です

が、東京にフィリピンのバギオ基金という団体がございます。

ロータリアンで組織している一般財団法人ですが、長らく

30年近くやっている団体です。東京のロータリアンで全て

やっていたものですが、活動を少し広げようと全国各地の

ロータリアンが役員になりなさいという事で、北海道は私

がご指名を受けまして、今年の 5 月からバギオ基金の理

事を仰せつかりました。フィリピンバギオの子供に奨学金を

出すという団体です。その点では米山に近いです。この

関係で、奨学生の様子を見に 2 月にバギオに行く予定

にしております。また先回 5 年前の GSE と併せてもしよ

ろしければ、バギオのお話もこちらでさせていただければと

思っています。今日は貴重なお時間どうも有難うございま

した。 

 

 幹事報告  幹事 笹谷 俊尚 

 11 月 9 日、国際ソロプチミスト千歳「チャリティディナ

ーショー」に四方会長が出席されました。お礼状が届

いています。 

 第 2510地区「新会員合宿セミナー」のご案内 

入会 3 年未満の会員を対象としています。回覧して

おります。希望者が無い場合は、お声を掛けさせてい

ただいて出席者を募るという方法で参加を促したいと

考えております。 

○ 日時 2018年 1月 27日（土）～28日（日） 

○ 会場 登別グランドホテル 

○ 登録料 15,000円 

○ 締切り 12月 16日（土） 

例会出席状況（2017 年 11 月 28 日） 

会員数 42名 

会員出席者数 25名 

欠席者数（内：無断欠席）  17（3）名 

出席率 59.52 ％ 

ゲスト・ビジター出席者数  2名 

2 出席者数総計  27名 
 

前回例会 確定出席率（2017 年 11 月 21 日） 

確定出席率（MU 含む） 80.95 ％ 
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 11 月 18-19 日、第 16 回北海道ローターアクト交

流会が開催されました。当クラブからは 16 名の皆さ

んにご登録、ご出席いただきました。 

 本日例会終了後、臨時理事会を開催します。場所

は例会場です。今年度理事の皆さんはご参集いただ

ければと思います。 

 

 誕生祝  進行：幹事 笹谷 俊尚 

多賀 勲 会員（11月 3日生） 

おめでとうございます！ 

 

 ニコニコ BOX   

進行：ニコニコ箱委員会 副委員長 月俣 美子 

誕生日祝い、祝賀会のお礼、卓話講師のお礼、初孫

誕生祝いなど皆様ありがとうございました！ 

多賀 勲会員、野口三恵子会員、白木松敏会員、四

方信次会員、福島 力会員、井上英幸会員 

 

 

 

 

 本日の例会プログラム  

通常例会「卓話 寅王椎茸の作り方、創

業者の思いを繋ぐ」 

講師/農業生産法人 ファーム TORAO株式会社 

代表取締役 海野 義幸 様 

担当/出席・ニコニコ箱委員会 委員長 岩下 誠 

本日は講師に海野様

をお招きして卓話を頂

戴することとなりました。

海野様は現会長でい

らっしゃいます村中寅

夫様のお孫様にあたり

ます。村中様が 1985

年に泉郷で創業された村中農園を継承されております。

2011年には個人農園から農業生産法人に転換され、

現在 35 歳という若い年齢ではございますが、代表取締

役として経営に真摯に取り組まれております。積極的な

設備投資もされ、攻めの経営をされ農業の発展に夢を

抱いておられる非常にこれから楽しみな経営をされている

と思っております。主力となる作物は、テーブルの上にもご

ざいますが、創業当時から行われている椎茸栽培の中

でも「寅王」という椎茸が主力の製品となっております。ご

覧いただくとわかりますが、とても肉厚で、大ぶりな椎茸で

す。味が濃く、私も焼いて醬油をかけて食べたりしますが、

非常に贅沢な旨味を堪能出来る椎茸となっております。

本日は「寅王椎茸の作り方、創業者の思いを繋ぐ」とい

う題目で直接販売へのこだわり、法人化、寅王椎茸の

誕生、地域の雇用について卓話をいただきたいと思いま

す。それでは、海野様宜しくお願いいたします。 

 

講師/農業生産法人 ファーム TORAO株式会社 

代表取締役 海野 義幸 様 

お招きいただき有難うございます。当社は千歳の外れの

長沼とギリギリの所にある泉郷という地域で農業をさせて

いただいています。有名なアイスクリーム屋さんの花茶さ

んの隣です。今日は特別資料等を用意していないので、

本日のニコニコ BOX 合計額 31,000円 

今年度 累計額 401,000円 
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ホームページを見ていただきながら聞いていただければと

思います。宜しくお願いいたします。 

私は海野（うんの）という珍しい苗字ですが、母方の祖

父が村中農園で椎茸を昔は原木栽培といって木で作っ

ていました。この後作り方も説明します。原木栽培といい

まして、木に穴をあけて

そこに菌を植え付けて

発生させるという仕方と

菌床栽培といっておがく

ずの塊に適正な水分を

入れて、天然の栄養を

混ぜ合わせて殺菌をし

ます。 

 

── ブランド化した椎茸、木耳などの菌床栽培につい

てご紹介いただきました。創業から現在に至るまで、また

今後の経営方針などをお話いただきました。卓話後には

会員からの質問に丁寧にご回答いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 記念品贈呈  

本日の卓話講師 海野様へ四

方会長より記念品を贈呈しまし

た。海野様、ありがとうございまし

た。 

 

 

 

 

 次回例会案内  

SAA 副委員長 島村 健一 

次回例会は12月5日（火）、通常夜間例会「年次総

会」です。担当は理事会。開会点鐘 18 時 30 分。定

例会場です。 

 

 SCHEDULE  

 

12 
月 

疾病予防と治療月間 ■クリスマス家族会  ■次年度理事指
名・任命 ■上半期報告  

5 日 
通常夜間例会「年次総会」 ※36 分例会 
 [担当/理事会(進行担当:幹事 笹谷俊尚)] 

※次年度理事の指名・任命 

12 日 
通常例会「未定」 
[担当/クラブ研修・新会員研修・細則検討委員会
(委員長 佐々木俊英)] 

19 日 
親睦夜間例会 「クリスマス家族会] [担当/親睦活
動委員会(委員長 石川貴美子)] 
※会員家族出席例会 ※千歳 RAC 合同例会 

26 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

1 
月 

職業奉仕月間 ■新年交礼会  ■千歳市新年交礼会 ■千
歳 RC 新年交礼会 ■千歳 LC、千歳 JC 新年交礼会  

２日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

9 日 
親睦夜間例会 「新年交礼会] [担当/親睦活動委
員会(委員長 石川貴美子)] 

16 日 
通常例会「未定」 
[担当/雑誌委員会(委員長 白木松敏)] 

23 日 
通常夜間例会「未定」  
[担当/国際奉仕、空港募金箱委員会(委員長 尾本眞二)]  

30 日 休会（定款第 8 条第 1 節） 

2 
月 

平和と紛争予防/紛争解決月間 ■ロータリー創立記念日・世
界理解と平和の日  ■雪見酒例会  

6 日 
通常夜間例会「クラブ協議会/未定」  
[担当/理事会(進行担当/副幹事 彦坂忠人)] 

13 日 休会（定款第 8 条第 1 節：同一週に祝日） 

20 日 
親睦夜間例会 「雪見酒] [担当/親睦活動委員会
(委員長 石川貴美子)] 

27 日 
通常例会「未定」 
[担当/青少年奉仕・ローターアクト委員会(委員長 臼田暢)] 


