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本 日 の プ ロ グ ラ ム

ゲストスピーチ

福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター

会長あいさつ
福島 RC 会長

副所長

鈴木賢二

様

例 会 次 第

五阿弥

宏安

久しぶりの例会となります。まずは先日
の震度 6 強の地震で被害を受けられた方々
にお見舞いを申し上げます。当クラブとし
ても会員・家族の安否確認と被害状況の把
握を行いました。会社や自宅のガラスや食器類などが割れ
たり、家具が転倒したり、稲荷神社では境内の石灯籠が倒
れたりするなど大きな被害が出ました。福島銀行の 9 階に
あるクラブの事務所も大型の棚が倒れ、本や資料などが散
乱しました。片付けにご協力いただいた会員には感謝申し
上げます。ただ、ケガをした会員・家族の方はなく、安心い
たしました。
コロナ禍に苦しむ中、さらに今回の地震で不安を抱えて
いる県民も多いことでしょう。県内の産業への影響も懸念
されます。とはいえ「どんな時でも明けない夜はない」と信
じています。
さて、コロナの感染拡大を受けて昨年12月24 日の例会が
中止となり、それ以来となります。この間、クラブ通信を毎
週発行してまいりましたが、1 月 21 日にはオンラインを使
ったトライアル例会も開催しました。YouTube の配信には
100 を超えるアクセスがあり、うれしく思っています。ご覧
になった会員からは「映像がきれい」との声が複数寄せら
れました。配信にご協力をいただいたニューメディアの中
川宏生会員に改めて御礼申し上げます。
次にうれしいニュースをご紹介致します。クラブ通信で
もお報せしましたが、ロータリアンを称える最高の栄誉と
される「超我の奉仕賞」を阿久津肇パストガバナーが受賞
されました。模範的で人道的なロータリー奉仕活動を継続
してきたロータリアンに贈られるもので、福島ロータリー
クラブにとっても誠に喜ばしいことです。3 月 27 日に開催
される創立 70周年記念大会の席でもご紹介したいと思って
います。
本日のプログラムは県のハイテクプラザ会津若松技術支
援センターの鈴木賢二先生です。福島のお酒を日本一にし
た立役者でもあります。私は先生の講演をお聞きしたこと
がありますが、どうやって県内の酒蔵がレベルアップして
いったかをわかりやすく、そして面白く解説していただい
たことを覚えています。本日はよろしくお願いいたします。
福島のお酒といえば、私が福島に来た 7 年前は市内の飲
み屋で福島のお酒を何種類も並べているところは多くなか
ったと思います。山形や秋田、新潟のお酒は置いているも
のの、福島のお酒は置いていない、置いていても 2、3 種類
というお店が結構ありました。県民があまり地元のお酒を
自慢しないことが気になっていました。奥ゆかしい県民性
によるものでしょうか。
今はうれしいことに状況が変わってきました。ずらりと
県産酒を取りそろえたお店が増えました。
「福島の酒はうま
いぞ」と自慢する県民も増えました。今日、鈴木先生のお話
を聞いて、さらに福島のお酒に誇りを持ち、自慢していた
だければと願っています。

福島ロータリークラブ事務局被害状況報告
創立70周年記念 福島RC専用演台 お披露目
創立70周年記念大会式典部会長

古俣  猛 会員

幹事報告

佐藤美奈子 幹事

開会点鐘

五阿弥宏安 会長

古俣 猛 会員

ロータリーソング「奉仕の理想」

岡田新也 会員

｢四つのテスト｣ 唱和

八巻恵一 会員

お客様並びに来訪ロータリアン紹介

福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
副所長 鈴木賢二 様

岡田新也 会員

新会員 佐藤充孝税理士事務所
税理士 佐藤充孝 様

入会式 佐藤充孝税理士事務所

税理士 佐藤充孝 様
（紹介者／渡辺健寿会員  吉田大樹会員）

佐藤充孝 新会員

2 月誕生お祝い
会長あいさつ
各委員会報告

■例会小委員会

五阿弥宏安 会長
丹治正博 委員長

■本日のプログラム
閉会点鐘

五阿弥宏安 会長

丹治正博 委員長

〜地震災害のお見舞いを申し上げます〜

〈福島ロータリークラブ事務局地震の被害状況〉
ご協力頂きありがとうございました。

2 月 13 日（土）深夜に発生しました震度 6 弱の地震によ
り福島銀行本店内 9 階にあります福島ロータリークラブ
事務局でも甚大なる被害がありました。キャビネット、冷
蔵庫、コピー機などが倒れ、書類も散乱、足の踏み場もな
い状況でした。坪井会長エレクト、森岡会員、菅沼会員、
佐藤幹事、金子副幹事、吉田副幹事にご協力いただき、15
日夕方には事務作業ができるまで復旧致しました。
会員の皆様からは、お見舞い
のメッセージもいただき感謝
申し上げます。事務所備品が多
数破損いたしましたので、今後
皆様にご協力頂くかと存じま
すが、その節は宜しくお願いい
たします。会員の皆様のご協力
に感謝申し上げます。
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本日のプログラム

ゲストスピーチ

技術の共有化、③マニュアル作成、④作戦会議の主に 4 つ

福島県ハイテクプラザ会津若松技術支援センター
副所長

その内容は意外と単純です ! ①人材育成、②情報の交流・

鈴木賢二 様

「いかにして福島の酒を日本一に導いたか」
〜全国新酒鑑評会金賞受賞数7 年連続日本一の軌跡〜

です。
2. 酒造りは人造り
人材育成「職業能力開発校 清酒アカデミー校」
平成 4 年、福島県清酒アカデミー職業能力開発校が開校
しました。当時、福島県は岩手県から来る南部杜氏の方々
や、新潟県から来る越後杜氏の方々に酒造りを委ねてい
ましたが、この 2 つの杜氏産地には高齢化という課題が
生じ、将来酒造りが出来なくなるのでは ? との懸念が生じ
ました。福島県に先んじて先進地である新潟県が「新潟県
清酒学校」を開設した事もあり、福島県もこれに倣い、杜
氏育成を行うための養成機関として開校しました。卒業

●福島県の躍進の要因は ?
①人材育成が充実→「清酒アカデミー事業」
（H4 〜）
②情報交流が盛ん→「高品質清酒研究会」
（H7 〜）
③新規情報ネットワーク→「福島流吟醸酒製造マニュアル」
（H14 〜）
④ふくしま方式の酒造り→「原料米の性状把握〜作戦会議〜」
●福島県産酒の美味しさの秘密とは ?
①「芳醇・淡麗・旨口」の酒造り
「芳醇」→ 2 種類の吟醸酵母による吟醸香
「淡麗」→低温長期発酵による軽快な口あたりとキレのある
味わい
「旨口」→キレイな甘味、上品な旨み（強い麹）
②2種類の吟醸酵母
「うつくしま夢酵母」→酢酸イソアミル系（バナナ・メロン様）
「うつくしま煌（きらめき）酵母」→カプロン酸エチル系
（イチゴ・リンゴ様）
③福島県オリジナル酒造好適米「夢の香」
、
「福乃香」
●日本酒に関する雑学
・良い酒器とは
・なぜ ? 魚介類には日本酒?
・お燗酒の見直し ・日本酒の薬理効果
・
「和らぎ水」のススメ

までは 3 年間、年間約 100 時間の授業を受けます。現在、
28 期生が入校し、これまでの卒業生は 280 名を超え、県内
の約 2/3 の蔵において、このアカデミー卒業生が杜氏とし
て頑張っており、彼らが福島県の金賞日本一の牽引者と
なっています。

図２ 清酒アカデミーきき酒訓練

3. 情報の交流・技術の共有化
「高品質清酒研究会」

1. はじめに
平成 18 年 5 月、福島県の酒造蔵は、全国新酒鑑評会で

高級酒志向の時代へ移ることを予想し、加えて、鑑評会に

23 場もの金賞を受賞し、全国でトップの成績を獲得しま

おける成績の向上のために「高品質清酒研究会」を発足し

した。平成 2 年の全国新酒鑑評会では金賞受賞数が“0”で

ました。県内約半数の蔵が賛同して入会しています。ま

あった県がです。そして、令和元年 5 月 17 日、金賞受賞数

ず、最初に行ったことは、鑑評会出品酒の選定です。各々

22 場を獲得し、見事、金賞受賞数でトップの成績を獲得

が自信作を持ち寄って互いに利き酒をし合います。とこ

しました。しかも、本

ろが、ほとんどの出品酒が課題だらけでした。お手本とな

県は平成 25 年から 7 年

る蔵の出品酒とは相当の開きがあります。幸いですが、お

連続となる快挙を達成

手本となる酒を造った蔵から、酵母は ? 醪の最高温度は ?

しました（図 1）
。福島

火入れまでの日数は ? 貯蔵温度は ? と様々な情報を頂い

県の酒造りの躍進ぶり

て、来季の造りに活かしていきます。その他、講演会の開

は全国からの注目の的

催、先進県の先生方を招き、吟醸造りの極意を学びます。

となっております。お

これを繰り返しているうちに福島県には様々な情報と技

かげさまで、日本各地

術が行き渡りました。現在も継続しており、様々な酒造り

の約半数の都府県で、

の手法について、互いに惜しげもなく情報交換を行って

その取り組みを紹介さ

います。私感ですが、酒造りは意外なほどに“情報戦”で

せてもらっています。

あるように思われます。

図 1 全国新酒鑑評会における
福島県の金賞受賞数の推移
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平成 7 年、これからの時代は、吟醸酒や純米酒といった
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から難しいと言われます。酒造りに永年携わっている杜
氏さんでさえも
「酒造りは毎年が一年生」
と称するくらい、
酒造りは年によって変化する、ここが一番の課題です。
なぜ、毎年変わるのか ? それは、原料米の溶けやすさが
関係しています。つまり、溶けやすい年は、味が濃くなり
やすく、逆に溶けない年は味が薄く、物足りない味わいに
なってしまう訳です。近年、その理由が解明され、夏場の
気温が関係している事がわかり、夏場の気温が高いと原
料米が溶けにくくなり、逆に低いと溶けやすくなること
図３ 高品質清酒研究会（持ち寄り会）

が理解されました。
そこで、福島県では、今年の原料米の溶けやすさを予め
把握し、その原料に合わせた酒造りを推奨する場として、

4.「福島県吟醸酒製造マニュアル」

酒造講習会があり、そこで、その酒造期の造り方を提案さ

平成 14 年 5 月、福島県の金賞受賞数はたったの 5 場と、

せていただいています。ちなみに今酒造期の原料米は全般

また低迷し出しました。東広島市で開催される「製造技術

に硬めも、西日本から来る「山田錦」は、ここ 10 年間で最も

研究会」に赴き、原因を確かめたところ、福島県の酒は重

溶けにくく、真に酒造技術が試される年となっています。

く、熟成していることが敗因であると反省しました。しか
し、福島県に戻ってみると各々がバラバラな解釈をして
います。ある者は香りが高すぎるのが敗因と言い、ある者

6. むすび
現在、日本の食品産業においては、

はいや低すぎるからと ･･･。これでは来年、何をして良い

多くの割合で輸入原料を使用してい

のかわかりません !

る中、日本酒業界は、ほぼ国産米を

そこで、猛省を促すべく、その年の 12 月の酒造講習会

加工し、製品化しており、まさに 6 次

において、
「吟醸造りのポイント」
（後のマニュアル）を作

産業の優等生と言える存在です。加

成・配布し、説明を行いました。幸いその効果のためか、

えて、輸出も毎年伸びており、日本酒

次の年の金賞受賞数は 13 場、マニュアルを発行して 3 年

を世界に普及させることは、同時に

後には、23 場に大躍進し、初の全国 1 位の快挙となりまし

日本の農業も救うことに繋がります。

た。今でもマニュアルは毎年更新して作成しており、12

さらに日本酒は“国酒”であり、日本文化を象徴する酒であ

月の酒造講習会で配布・説明を行っています。

ることは言うまでもありません。残念ながら、今の日本で
は、全アルコール飲料に占める日本酒の割合は、ほんの約

5. 作戦会議（酒造講習会）

7% に過ぎません。私たち日本酒業界は更なる技術向上によ

福島県では、毎年 12 月に当所において、酒造講習会を

り、より美味しい日本酒を提供して、日本酒を更に普及さ

開催しております。この場では今年の米の状況や昨年の

せたいと考えています。今回の福島モデルがその一助とな

造りの反省点、様々な研究成果を紹介します。酒造りは昔

ることを願うばかりです。

ク ラ ブ 専 用 演 台 完 成
創立 70 周年記念大会式典部会長

古俣 猛 会員

また製作にあたっては荻野誠也会員の会社さんに大変お
世話になり、菅沼裕会員のアドバイスもいただき、無事完
成に至りました。
今後はこれを契機に、公式ロゴを正しく使って、組織と

このたび創立 70 周年記念の一環として、クラブ専用の

しての統一感を出し、一般の人にロータリアン、ロータ

演台を製作することが出来ました。これまではあくまで

リークラブ、そしてその活動を広く知ってもらうことが

も仮の「誇りのシンボル」を会場の演台に取り付けており

大切であります。

ましたが、2013 年に新たに公式ロゴが発表されて以来、
ようやく正しいものになりました。
公式ロゴは「MyROTARY」の（ボイスとビジュアルア
イデンティティのガイド 2019-20）を参考に製作を致しま
した。特にロゴが刻まれたプレートはステンレス製で文
字は浮き文字となっておりますので近くでよくご覧いた
だければと思います。
演台製作の原資は創立 70 周年を記念して、阿久津 PG
より多額の浄財をいただいた中の一部を使わせていただ
きました。阿久津 PG には改めて厚く御礼申し上げます。
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新 会 員 入 会 式

私のひとこと

「こころの相続」

●佐藤充孝税理士事務所

渡辺健寿 会員

先日の例会で、五阿弥会長から作家五
木寛之氏の説く「こころの相続」について紹介されまし
た。若い女性編集者が秋刀魚の焼いたのを見事に綺麗に
食べたというエピソードから、魚の食べ方も相続とのお
話を興味深くうかがいました。
最近、書店で五木寛之氏著「こころの相続」
（SB 新書
2020 年 7 月 15 日発行）を見つけました。五木氏によれば、
親や家族に限らず、文化や文明など社会からの相続も
ある。人が相続すべき財産は、不動産やお金など物質的
な財産だけではなく、思い出や文化遺産などたくさんあ
る。個人レベルのものから、それを超えた国や社会レベ
ルのものまで「こころの相続」があるということです。
そう考えれば、1905 年から 115 年余にわたるロータ
リーの理念の継承は、まさに「こころの相続」と言えるの
ではないでしょうか。

幹 事 報 告
例会変更のお知らせ

■次週 2/25（木）は、祝日の週ではありますが例会を開催
致します。本日同様時間短縮、お持ち帰り弁当形式で
の開催となりますのでよろしくお願い致します。

その他のお知らせ

■ 4/4（日）に開催されます地区大会につきましては、
YouTube 配信となりました。詳細が分かり次第お知ら
せ致します。皆様のご参加をお願い申し上げます。
■ 2 月ロータリーレートは 1 ドル 104 円となりますので
お知らせ致します。

さ とう

2 月 誕生お祝い

〜おめでとうございます〜

箱岩
偉 会員
昭和 44 年 2 月 2 日
田沼紀美子 会員
昭和 30 年 2 月 5 日
熊谷
謙 会員
昭和44年2月15日
吉田 大樹 会員
昭和50年2月24日

丹羽 真一 会員
昭和 22 年 2 月 3 日
佐々木高敏 会員
昭和39年2月11日
幡
研一 会員
昭和19年2月17日
渡辺 健寿 会員
昭和22年2月25日

伊藤 雄治 会員
昭和 46 年 2 月 3 日
佐藤美奈子 会員
昭和42年2月11日
児玉 健夫 会員
昭和18年2月24日

例 会 プ ロ グ ラ ム の ご 案 内
2月25日
（木）

12：30 〜 クーラクーリアンテ サンパレス

「新会員スピーチ」

東北電力㈱ 執行役員 福島支店長

本日の投入額 32件 ¥84,000 累計 ¥1,501,000

五阿弥 宏安 会長
ロータリーの最高の賞である「超我の奉仕賞」を阿久津パ
ストガバナーが受賞されました。
大変おめでとうございます。
佐藤 美奈子 幹事
鈴木様のゲストスピーチ楽しみにしています。コロナの次
は地震、会員の皆様に負傷した方がいらっしゃらなかったの
で安心致しました。
阿久津 肇 PG
この度国際ロータリーより「超我の奉仕賞」を授与されま
した。大変光栄なことと思っています。これも日頃皆様のご
支援の賜物と感謝申し上げます。
佐藤 充孝 会員
本日入会させていただきました佐藤と申します。今後とも
宜しくお願い致します。
幡 研一 会員
阿久津パストガバナー、超我の奉仕賞受賞おめでとうござ
います。田中善六 PG に次いで福島 RC から二人目の受賞で嬉
しく思います。
横山 淳 会員
マンション倒壊かと思う地震の経験でした。福島県に少し
近づけた気がします。これでコロナの厄払い、今年も宜しく
お願いします。
二階堂 宏樹 会員
地震で停電した皆様にはご迷惑をおかけいたしました。
熊谷 謙 会員
地震発生に肝を冷やしました。災害対策、日頃の備えの重
要性を改めて強く感じています。
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二階堂宏樹 会員

「ロータリー米山記念奨学事業 豆辞典について 」
米山記念奨学会委員会 副委員長

ニコニコBOX報告

みちたか

税理士 佐 藤 充 孝 様
（紹介者／渡辺健寿会員  吉田大樹会員）

加藤 義朋 会員

［報告］ 丹治正博 委員長

草野 武夫 会員
阿久津パストガバナー、超我の奉仕賞受賞おめでとうござ
います。
長谷部 一雄 会員
今年初めての例会に当り、一日も早く平穏な日が戻ること
を切に願うものです。
小林 仁一 会員
コロナが少しでも早く克服されますように願っています。
渡辺 健寿 会員
今日はメッセージが盛りだくさん。
「酒の神」鈴木賢二様の
ご来訪ご講演を歓迎、感謝します。
佐藤充孝新会員（事務所のお隣さん）の入会を歓迎します。
2 月誕生祝いありがとうございます。
内池 浩 会員
地震お見舞い申し上げます。コロナにも地震にも負けず頑
張ろう。
大沼 健次 会員
地震大変でした。10 年ごとに何かがあります。
丹治 正博 会員
地震で境内の車がぺちゃんこになりました。瞬間の防犯カ
メラ映像がニュースで全国に流れて、皆様にご心配をおかけ
しました。お見舞いの対応に追われましたが、人的被害がな
かったのが不幸中の幸いでした。
───────────────────────────
クラブ会員より 岡田新也／小原 敏／加藤義朋／金子與志人
／加納武志／菅野 晋／後藤浩之／古俣 猛／相良元章／佐藤英
典／佐藤良智／田沼紀美子／藤井 守／望月大輔／八代大輔／
八巻恵一／山貫昭子

