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例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 8月31日 35（8） 29(5) 6(3) 90.6% ― ―

前回 8月24日 35（8） 35 0 100% 0 100%

会長挨拶 植竹一裕会長

明日から9月になります。「読書の秋・食欲
の秋・芸術の秋・スポーツの秋」の始まりで
す。
皆さんの秋はどれですか？私にとっては、
強いて言えば「食欲の秋」になります。実際
は「仕事の秋」といった感じです。
ご存じの通り、弊社はお米の集荷業を生業
にしております。お盆休みの頃と、ここ最近
の天候不順の影響があり、例年より収穫時期
が若干遅れる気配がありますが、概ね順調と
想定しているところです。おそらく9月15日前
後から10月20日前後までが最盛期となり、例
会への参加も難しくなるかと思いますが、ご
容赦下さい。可能な限り参加するように努力
致します。
今日は、食糧自給率について少しお話をし
たいと思います。今、日本の食糧自給率が
40％を切っている事を皆さんはご存じでしょ
うか？最近のコロナやロシア・ウクライナ紛
争などで少し状況は変化しておりますが、お
そらく37～38％くらいだと思います。国内の
都道府県別に食料自給率ワースト3は、東京都
0％・大阪府1％・神奈川県2％ベスト3は、

北海道217％・秋田県200％・山形県143％で、
栃木県は71％となっており、全国が37％と
なっております。これは令和2年のデータで
す。何故、自給率が100％を超えるのか疑問に
感じませんか？
この食料自給率データは国産品の割合と思
われている方が多いのですが、実はカロリー
ベースの自給率計算です。混乱される方も多
いと思いますので、乳製品を例に挙げてご説
明いたします。日本の牛乳は100％国産という
事は有名ですが、カロリーベースでみると約
63％になります。理由は乳牛の餌が輸入品と
なるからです。同様に和牛を見てみるとなん
と約43％なのです。
北海道・秋田・山形が100％を超える数値に
なるのは、農作物が大量に他の都道府県に出
荷されているからなのです。東京・大阪・神
奈川が少ないのは逆に生産物が殆どない為に
他県から仕入れている為に起きる現象といえ
ます。
世界に目を向けてみましょう。
世界で自給率が100％を超えているのは、カ
ナダ233％・オーストラリア169％・フランス
131％・アメリカ121％です。フランス以外は
国土の広い国です。この上位4国は代表される
輸出品は小麦です。残念ながら、中国・ロシ
アの食糧自給率の文献を見つけることが出来
ませんでしたが、おそらく上位3国に近い数字
になると思われます。100％を超える自給率の
国はそれだけ大量の輸出をしている事になり
ます。
自給率にその食材だけではなく、原材料ま
で換算した自給率がカロリーベースの自給率
となるのです。日本がいかに海外に頼った食
材が多いかご理解いただけたと思います。
世界の小麦輸出大国を参考までにお伝えし
ます。
ロシア37,300千㌧・アメリカ26,200千㌧・
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カナダ26,100千㌧・フランス19,800千㌧・ウ
クライナ18,100千㌧です。世界合計で200,000
千㌧です。因みに日本の輸入量が4,880千㌧で
国内産が820千㌧です。
約30％の小麦がロシア・ウクライナ産で

す。特にウクライナは、生産量が24,900千㌧
ですから72％輸出しているのです。今年の小
麦の世界流通に大きな影響を及ぼす事は間違
いないでしょう。日本は小麦の約86％を海外
に頼っていますので、嵐に巻き込まれる可能
性が非常に高いと思います。
日本国内を見てみると、品目別には昔から
食べてきたお米・野菜・魚介類はそれぞれ
97％・79％・52％と比較的高い数値を出して
います。お米は昔からの生産基盤や生産技術
が受け継がれている事や、野菜は長期保存が
難しい事、魚介類は国内で新鮮なまま流通で
きる事が理由と考えられます。
スーパーなどに並んでいる商品を見ただけ
では、分からない事が多いと思います。
カロリーベースの食料自給率を上げる事を検
討するなら、肉食を控えて魚介類と野菜をお
かずに、お米を食べる事に心がける事でしょ
う。
これは、食品業界だけではなく、自動車業
界・家電業界・アパレル業界など、あらゆる
業界に同様な事が言えると思います。海外に
安価な生産基地を求めた事が大きな要因では
ないでしょうか？万が一輸入品が何らかの理
由でストップされたらと思うと不安になって
しまいます。日本への輸出を凍結されたら、
我々はどうしようもありません。これ以上の
国際紛争が広がらない事を切に願うばかりで
す。その為にも出来るだけ国内産で帰結出来
る食糧を増した方がいいと思いますが、中々
難しそうです。
カロリーベースの食料自給率を向上させる
為のもう一つの方法は、日本のお米等カロ
リー自給率の輸出拡大していく事が必要にな
るでしょう。しかし、ここには大きな壁があ
るのです。
世界で食べられているお米は大きくジャポ
ニカ米とインディカ米の2種類に分ける事が出
来ます。年間の生産量は、480,000千㌧でその
うちジャポニカ米は、約20％の96,000千㌧で
しかありません。更に生産している各国の殆
どが生産量と消費量がほぼ同数なのです。つ
まり、自国で殆ど賄われているのです。
生産量と消費量のバランスは、以下の通り
となります。

お米の生産量のランキングは、中国・イン
ド・インドネシア・バングラデシュ・ベトナ
ムと続きます。日本は10位です。日本は中国
の5.5％しかありません。
因みにお米を1人あたりの消費量のランキン
グで日本は50位です。第１位からバングラ
デッシュ・ラオス・カンボジア・ベトナム・
インドネシアと続きます。日本はバングラ
デッシュの4分の1しか食べていません。生産
量と消費量がほぼ同量なのに、1人あたりの消
費量が少ないと思いませんか？県北に位置す
る我々の田圃は、那須連山の麓にあり寒暖差
が大きく、他地域のお米より美味しいお米を
作っています。もっとお米を食べましょう！
健康を考える人が増えている中、健康食品
として、世界的に日本食ブームが始まってき
ています。ジャポニカ米が世界の皆さんに認
知される事を願うばかりです。
最後に先週会報に載せました。その後の1週
間の感染状況を会報に載せておきます。
徐々にではありますが減少傾向に入りまし
た。気を緩めないで暮らしていきましょう。

RI会長からのメッセージ

ロータリーファミリーの皆さま平素より大
変お世話になっております。
私は常々、弟のデービッドが言った言葉に
インスピレーションを受けています：「自分
が望むような社会で暮らしたいのなら、自分

生産量 国名 (千㌧) 消費量 国名 (千㌧)

1位 中国 144,500 1位 中国 147,500

2位 インド 104,800 2位 インド 98,100

3位 インドネシア 35,800 3位 インドネシア 38,500

4位 バングラデシュ 34,500 4位 バングラデシュ 35,200

5位 ベトナム 28,100 5位 ベトナム 22,100

10位 日本 7,800 10位 日本 8,000

コロナ感染者数

コロナ感染者数
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がその社会づくりに携わなければならな
い。」行動を起こす人として、ロータリー会
員は地域社会で、そして自分自身の中で好ま
しい変化をもたらしてきた長い歴史を持って
います。2022-23ロータリー年度が始まった
今、ロータリーを私たちが望む組織に成長さ
せていけることに大きな喜びを感じていま
す。
• 約束を果たす
多様性、公平さ、インクルージョン（DEI）
は、上辺だけの決まり文句ではありません。
この言葉は、私たちがそれぞれの違いを理解
し、受入れ、皆が成功するための公平な機会
を提供し、互いをありのままに受け入れるた
めの重要なリマインダーです。
ロータリーにとってDEIとは、クラブ、会
合、行事で参加者がオープンかつ尊敬の念を
もって発言し、誰もが歓迎されていると感じ
る場所をつくることを意味します。入会や成
功への障壁を取り除き、インクルージョンへ
の扉を開くことです。
• あなたにできること
ロータリーで私たちは、地域社会を反映し
たいと考えています。クラブに会員のいない
グループに属する地域社会のリーダー、ビジ
ネスリーダー、インフルエンサーを招き、ク
ラブ活動に参加してもらいましょう。また、
新会員にリーダー的な役割を任せることがで
きます。全員が参加することが難しい例会時
間や場所など、入会の妨げとなる要素があれ
ば、取り除きましょう。ロータリーの未来を
強化するカギは、適応力です。
• 会員を大切に
ロータリアンとローターアクターが会員と
して留まり続ける主な理由は、歓迎され、ク
ラブの中でサポートを受けていると感じてい
るからです。会員を増やすことは引き続き最
優先事項ですが、会員が大切にしている体験
と留まり続ける理由を与えることも同様に重
要です。
• あなたにできること
地域に奉仕するには、まず会員に奉仕する
必要があります。クラブリーダーやほか会員

に、ロータリーでどのような体験を求めてい
るかを聞き、それを実現させるために協力し
ましょう。会員の参加理由を知ることは、
ロータリーの強化において重要な手段です。
会員増強のリソースをご利用ください。
• 女性と女児のエンパワメント
世界では、ジェンダーが理由で教育を受け
られなかったり、小さな商売をするための資
金を得られなかったり、適切な医療を受けら
れないといった状況を抱えている人びとがい
ます。女児の健康、福祉、教育、経済的安定
を向上させるプロジェクトは、次世代の女性
リーダーに好ましいインパクトをもたらすこ
とが分かっています。
• あなたにできること
クラブでイニシアチブを立ち上げたり、女
児の健康、教育、経済的自立を推進するプロ
ジェクトの資金とするため、地区補助金やグ
ローバル補助金をご申請いただけます。地元
女性のためのシェルターの支援から、女児の
ための水と衛生の向上まで、すべてのプロ
ジェクトで大きな変化をもたらすことができ
ます。ロータリーショーケースに皆さまのプ
ロジェクトの情報を掲載したり、 ほかのクラ
ブが実施している女児や女性のエンパワメン
トのための活動についてご覧ください。
• インパクトを「イマジン」しよう
ロータリーがもたらしている変化やインパ
クトについて、私たちはこれまでも誇りを
持って紹介してきました。今年度は、各重点
分野でのプロジェクトに光を当てるために、
さまざまなストーリーテリングの方法を活用
します。これは、ロータリーの活動への可視
性を高め、地域社会でのクラブの活動を紹介
し、新たなインフルエンサー、メディア、
リーダー、パートナーからの参加を促すこと
です。
• あなたにできること
ラーニングセンターから、より大きなイン
パクトをもたらすためのロータリーの活動に
ついてご覧ください。また、クラブのストー
リーを伝えるために、新しくなったブランド
リソースセンターから各種リソースをダウン
ロードできます。クラブの成功を共有するこ
とで、変化をもたらす奉仕とリーダーシップ
の団体としてのロータリーを人びとに紹介で
きるでしょう。
ロータリー会員は、ポリオ根絶など、大き
な夢を抱けば、それを実現できることを示し
てきました。今年度、私から皆さまにお願い
したいのは、「イマジン ロータリー」です。
末永く続く好ましい変化をもたらすため、私
たちが貢献できる世界をイマジンしていただ
きたいと思います。

幹事報告 大島三千三幹事
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青少年奉仕委員会 井出です。
2点ご報告申し上げます。

• 8/12(金)に、第26回インターアクト年次大
会が、宇都宮文星女子高等学校をホスト校

ニコニコボックス 渡辺裕雄委員
〇 青少年奉仕委員会 井出法委員長

〇 職業奉仕委員会 吉光寺政雄委員長

p 村山茂様 一年交換学生ジューディ君が
来ました。皆様のご理解とご支
援をお願いいたします。

職業奉仕委員長の吉光寺です。本日皆様の
レターボックスに会員手帳を2部入れました。
ご活用頂ければと思います。

委員会報告 藤﨑善隆副会長

来週9月7日（水）例会終了後、理事役員会
を開催いたします。後日メールにてご案内申
し上げます。
クラブ現況報告書出来ました。誤字脱字申
し訳ございません。２１－２２年度決算報告
の件、現況報告書をもって報告いたします。
回覧・創立６０周年収支決算報告書。
日本赤十字社より広報が届いております。

として、Zoom開催されました。
黒磯RCも、黒磯高校インターアクトクラブ
の方々と、ここ石山さんでZoomでの参加、
黒磯高校の藤井さんの発表も無事滞りな
く行われ、時間通りに終了いたしました。
（9時30分〜12時30分）当日ご参加及びご協
力をいただいた、植竹会長、大島幹事、安
藤譲二さん、高木慶一さん、鈴木隆子さ
ん、には改めて御礼を申し上げます。

• 先週より大島幹事よりご報告がありました
通り、1年交換留学生として、米国よりヘイ
デン君が来日、昨日より本格的に黒磯高校
への通学が始まってます。黒磯RCへは、9月
より基本毎月第一例会時への参加をしても
らうこととしてます。その他、各イベント
（観月会、クリスマス会等）にも積極的に
参加いただく予定です。今後、皆様のフォ
ローもお願いしたいと思っておりますの
で、よろしくお願いいたします。
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沖縄の島守 荒井退造
元高等学校校長 室井 光

荒井退造は栃木県芳賀郡清原村に農家の次
男として出生、清原南小学校、清原中央小現
宇都宮高等学校を卒業、その後上京し現高千
穂大学進学、巡査をしながら明治大学夜間部

卓話 元高等学校校長 室井光先生

今日の卓話は私が黒磯高校の1年生から3年
生までの恩師で8月5に沖縄島守の塔の映画が
県に4か所で映写されました。
栃木県出身で沖縄県警察部長に赴任、荒井
退造と同郷小中校の同窓の室井光先生に荒井
退造の卓話をお願いしました。

本日の卓話 広報委員会

髙木慶一委員長

〇 明治大学政治経済学部２年

栃木ROTEX 熊本龍太郎様

皆さまこんにちは。青少年交換委員会の熊
本です。日頃より黒磯ロータリークラブの皆
さまには大変お世話になっております。
8月17日から来日しました、ヘイデンくんを
サポートいただきまして大変ありがとうござ
います。
今年の交換学生は大変熱心に日本語を勉強
してきてくれており、ほぼ日本語を理解して
いる状況です。あと1ヶ月ほどで堪能な日本語
が話せるのではないかと期待しております。
また本日、私の長男で栃木ROTEXにて活動をし
ている熊本勇太郎を連れて参りました。
勇太郎は、現在栃木ROTEXにて副会長をやっ
ており、17日の来日から先週のオリエンテー
ションまで交換学生のサポートをして参りま
した。交換学生が1年間、有意義に過ごせるよ
う頑張っておりますので黒磯ロータリーの皆
さま、今後ともヘイデンくんとROTEXにご指導
とサポートをお願いいたします。

皆さまこんにちは。熊本勇太郎です。栃木
ROTEXにて活動しております。
本日は、黒磯ロータリークラブの皆さまに
一言ご挨拶をと思いお伺いしました。
私は、2018−19年度にフランスの1730地区

地区青少年交換委員会

熊本勇治委員
（ニース）に派遣していただきました。帰
国後、栃木ROTEXの一員として、後輩である派
遣学生の手伝いや指導、来日する交換学生の
サポートをさせていただいております。
私は、ロータリアンの皆さまの人頭分担金
にて1年間海外にて勉強させていただきまし
た。大変有意義な１年でしたし、かなりの成
長を成し遂げたと思っております。皆様には
感謝しておりますし、恩返しをしなくてはな
りません。
来日した交換学生のサポートをし、無事帰
国をしてもらえるように頑張りたいと思いま
すので、これからもご指導ご鞭撻をよろしく
お願いいたします。
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次回例会 令和4年9月7日 クラブ協議会 担当 植竹一裕会長

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

8月31日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 瀬尾紀夫 戸野俊介
浜木大治 平山 博

前回8月24日分メークアップ(敬称略)
＜8月22日付幹事通達＞コロナ感染対策上
8月24日の例会欠席者も出席扱いとする。

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁

SAA担当 吉光寺政雄副SAA

出席委員会報告 黒澤洋一委員長

を卒業と同時に文官試験に合格、苦学力行の
人物。退造は1943年7月1日福井県官房長から
赴任すれば生きての本土の土は踏めない、戦
雲漂い始めた沖縄へ、沖縄県警察部長（現県
警本部長）として小中高同窓生の彼が沖縄に
潔く赴任しました。
1943年7月7日沖縄県民の県外疎開が閣議決
定されたのを受けて警察部長として先頭に立
ち県民の疎開を促進する。退造が沖縄に赴任
したときの知事は自分の保身のみを考えるよ
うな知事で東京出張から戻らず、知事不在と
言ってもよい1年7ケ月退造は孤軍奮闘する。
やっと出した第一便の天草丸は無事、しかし
第二便の対馬丸が撃沈され多くの犠牲者をだ
しました、その苦悩は如何ばかりだったろう
か、しかし退造は揺るぎない信念で疎開事業
を推進する。1945年1月（終戦の年）新しい知
事が着任する。兵庫県出身の島田叡（あき
ら）知事である。荒井退造とはほぼ同じ同年
齢の43歳、終戦までの5ケ月を退造と共に、
県民の一人でも多く助けるべく県内外への疎
開、食料の確保、危険からの避難誘導など手
腕を発揮する。
沖縄の島守の塔を執筆された田村洋三は

言っている、最高の日本人はと問われれば躊
躇なく島田知事荒井警察部長、二人は甲乙つ
け難く二人まとめて一、二の存在、最後に田
村洋三著「沖縄の島守を語り継ぐ群像」を紹
介して終わりとします。
「沖縄の島守」と言えば、1945年（昭和20
年）3月から６ケ月にかけ国内唯一、最大の地
獄の戦闘となった沖縄戦で国民保護に全力を
尽くした末、職に殉じた官選最後の第27代沖
縄県知事島田叡（兵庫県出身）であり彼と苦
闘と運命をともにした県警察部長荒井退造
（栃木県出身）であることは、沖縄では知れ
渡っている。軍部独裁、一億玉砕の空気の中
二人は県民の安全を願いながら、一方で戦争

への協力を求めねばならない二律背反に悩み
つつ県内外への疎開で約20万県民の命を救
い、食料確保や戦場での避難誘導に力を尽く
した末に逝った。
今や死語のようになってしまった公職に殉
じ、公僕精神に徹した島田、荒井両氏の生き
ざまを知る沖縄、兵庫、栃木三県の関係者は
今こそ「沖縄の島守に学べ」の大音声をトラ
イアングルで全国に発信してほしい。


