
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI会長      ジョン・ジャーム 

D.2520 ガバナー    濱守 豊秋 

仙台南ＲＣ会長    星   毅 

例 会 場  仙台国際ホテル 
例 会 日  毎木曜日 12:30～13:30 
事 務 所  〒980-0021 

仙台市青葉区中央四丁目 6－1 
         TEL．223-3652 FAX．223-3662 
ﾒ ｰ ﾙ ｱ ﾄ ﾞ ﾚ ｽ  sendaisr@star.ocn.ne.jp 
会 長  星   毅 
副 会 長  五十嵐 章 佐藤 三生 
幹 事  星川 隆裕 
プログラム  高橋 健一 生田 弘明 松良 千廣 
情報委員会   板垣  努 和田 政宗 

本日の予定 
 

経済評論家 

上念司様 

「安倍政権の金融経済政策と地方経済」 

 

次回（10月 20日）の予定 
 

移動夜間例会「観月会」 

 

※10 月 13 日の例会は休会です 

（クラブ定款第 6 条 1-C により） 

予 定 
10月 9日 ３クラブ合同ゴルフコンペ 

10月 13日 休会（クラブ定款第 6条 1-Cにより） 

10月 15・16日 ＲＹＬＡ 

10月 17日 クラブ奉仕・会員増強・Ｒ広報・職業奉仕 

員会合同セミナー 

10月 20日 移動夜間例会「観月会」 

10月 27日 ビュッフェ例会 

10月 29日 ＲＡＣ芋煮会＆ＢＢＱ例会 

10月 30日 在仙１１ＲＣ親善ゴルフコンペ 

11月 3日 休会（祝日「文化の日」のため） 

出席率 会員数４８名    

９月 ８日 ６８．７５％ 

９月１５日 ６８．７５％ 

９月２９日 ６８．７５％（１０月５日現在） 

 

前回のゲスト・ビジター（９月２９日） （敬称略） 

なし 
 

週 報 

 

２０１６－２０１７年度 (№１２）第２８８４回 例会（平成２８年１０月６日） 

お誕生日おめでとうございます 

１０月１４日  宮澤 雅隆 会員 

１０月１４日  和田 政宗 会員 

１０月１７日  坂本 正憲 会員 

１０月２２日  西尾  章 会員 

１０月２３日  菅井 一男 会員 
（次週休会、次々週移動夜間例会のため繰上げ紹介） 

 

ご結婚記念日おめでとうございます 
１０月 ９日  早坂  薫 会員 

１０月１８日  野口 育男 会員 

１０月２３日  垣内 康志 会員 

１０月２５日  佐々木真美 会員 

（次週休会、次々週移動夜間例会のため繰上げ紹介） 

 

 
 

 

 

今年度ニコニコボックス状況 
 

前回の合計額     ８，０００円 

今年度累計額   ２８４，０００円 
 

 

 

本  日  の  M E N U：中国料理 
 

○春雨と魚介の炒め  ○茄子煮込み  ○鶏肉の油淋ソース 

○飲茶一式  ○ポテトサラダ  ○搾菜  ○白飯 

○野菜スープ  ○タピオカ入りココナッツミルク  

○ホテルメイドパン 

 

高木 信三会員：結婚祝い有難うございます。37

回目になりました。 

星   毅会員：秋の長雨、心もいま一つ晴れま

せん。明日は天気の様ですので期待しております。 

星川 隆裕会員：本日で１１/４１終了です。垣内

会員卓話楽しみにしています。 

桑江 賢治会員：ずーっと雨です。そろそろ大統

領選挙気になります。 

 

１０月「経済と地域社会の発展月間／米山月間」 

 



 

 

 

 

 アサヒビールと東北・宮城との関わり  
 

アサヒビール株式会社 仙台支社 

支社長 垣内康志会員 
 

 

 アサヒグループでは、「東北復興応援『ともに、未来（あ

した）へ～2020～』」というテーマのもと、2020 年まで

継続して東日本大震災の復興応援に取り組む方針を掲げ

ています。「人」をキーワードに様々な取り組みを行って

おりますが、その一つ「希望の大麦プロジェクト」をご

紹介します。 

大麦栽培を選んだのは、「アサヒグループだからこそ

できる取り組み」だと考えたからです。大麦はビールや

ウイスキー、麦茶などの原料として使われるため、アサ

ヒグループが持つ知見や人脈を生かせます。また、大麦

が「土地利用型作物」であることと「大麦β-グルカン」

などの健康機能を備えていることも理由のひとつでした。 

 大麦を栽培することで、被災地に「なりわい」と「に

ぎわい」を生み出したい。それが希望の大麦プロジェク

トの目的です。 

 まずは2014年4月から、ごく小規模な試験栽培を開始。

生まれたアイデアを早く形にしたいという思いが行動を

生み、それが形になることで、地元の土地所有者が協力

を申し出てくれました。そのおかげで、同年 10 月から市

内 3 カ所に栽培エリアを広げることができました。 

 麦の穂が日に日に大きくなる翌年 4 月、伝田のあとを

引き継いでアサヒグループから HOPEへ派遣されたのが

宇野由希子です。 

 宇野の目の前には、やるべきことが山積していました。

大麦の収穫に必要な機械や保管施設、人手など何もかも

が足りない上、来季に備えてより広い土地を提供してく

れる人も探す必要があります。 

 そこで宇野は、市の担当者や農業関係者を訪ねて回り、

遊休地で大麦を栽培する意義をさまざまな人に発信し続

けました。その熱意が実り、人と人とがつながり、理解

者が増えたことで、プロジェクトは本格的に回り始めま

した。 

 アサヒグループの社員たちも、このプロジェクトを後

押ししました。2015 年 2 月には、「麦踏みボランティア」

を実施。社員 34 人が東松島市を訪れ、HOPE の職員や地

域の人とともに麦踏みを行いました。こうして 6月には、

1.2 トンの大麦の収穫に成功します。 

 しかし、まだ重要な課題が残されていました。それが

大麦の商品化です。大麦はそのままでは食べられないた

め、ビールや麦茶、お菓子などの製品に加工することが

不可欠です。商品化の可能性を探るため、宇野が現地で

情報収集する一方、アサヒグループでは商品開発のアイ

デアを出し合うワークショップを開催。「知のボランテ

ィア」と名付けられたこの活動には40人の社員が参加し、

普段の業務で培った知恵や経験をもとに活発な議論が交

わされました。 

 こうして社員たちも参加し、グループが一丸となって

「アサヒグループとして何ができるか」を考え続けたこ

とで、プロジェクトは次のステージへと進むことになり

ます。 

 試験栽培で一定の成果が出たことを受け、次に宇野が

取り組んだのは被災した土地での栽培です。東松島市の

担当者やHOPEの専務理事を務める東北大学大学院の大

村道明助教な

ど、官学との連

携で土地の選

定を進めた結

果、津波で浸水

した旧奥松島運動公園内の 1.5ha を東松島市から借り受

けることができました。栽培は地元農家の協力を仰ぎ、

アサヒグループは大麦の種子の選定や栽培技術の指導に

あたり、2015 年 10 月に播種を行いました。順調にいけ

ば前年の 2 倍となる 2.4 トンの収穫が見込まれます。 

 一方で、大麦の商品化を実現するための奮闘も続きま

した。復興庁の紹介で、大麦のお菓子を専門に製造・販

売する㈱大麦工房ロアと出会い、6 月に収穫した大麦の一

部を焼き菓子に加工してもらうことが決まりました。 

アサヒビールモルト㈱では、麦茶の加工が進められま 

した。 

さらに、「地ビールがあったら嬉しい」という周囲の声を

聞いた宇野は、地元宮城県、東北で生産することが「な

りわい」の創出になると考え、東北にある地ビール会社

に片っ端から電話で連絡をとり、協力を依頼しました。

「なぜ復興応援のために地ビールを作るのか」を理解し

てもらうのに時間がかかりましたが、地道に説明を続け

た末、宮城県の㈱加美町振興公社（旧・㈱薬莱振興公社）

地ビール製造所が「やりましょう」と手を挙げてくれた

のです。こうして誕生した地ビール『GRAND HOPE（グ

ランドホープ）』は、2016 年 2 月に東松島市で発売され、

一カ月で 3,000 本が完売しました。 

 

 地元で栽培した大麦が商品という目に見える形になっ

たことで、プロジェクトへの理解者はさらに増えつつあ

ります。アサヒグループの復興支援担当者は、㈱大麦 

工房ロアの上武専務からかけられた言葉が今も強く心 

に残っています。 

「大麦は加工して初めて世に出すことができる。人の手

がかかるからこそ、人と人とのつながりを生むものなの

です」。 

 2016 年 3 月には、アサヒグループの社員 24 人が東松

島市を訪れ、地元の JA いしのまき女性部矢本地区のメン

バーが開発した地元食材を使ったメニューと『GRAND 

HOPE』を味わう交流会を実施。“食”に関する意見交換

をすることで現地のまちづくりを応援するのが目的で、

料理の感想を語り合いながら互いの親交を深め合いまし

た。 

 人と人とが出会い、ネットワークが築かれ、新たなビ

ジネスが誕生する。まさにプロジェクトが目指す「にぎ

わい」と「なりわい」が東北に生まれつつあります。 

 アサヒグループの東北復興応援は、2020 年まで継続し

ます。アサヒグループの知見や人脈から派生した取り組

みが地域に溶け込み、最終的には大麦に関わる農家や企

業によって地域の産業として定着するのが理想です。そ

の実現を目指し、アサヒグループは今後も東北への応援

を続けていきます。

 

先週の例会報告 

１１１０００月月月ロロローーータタタリリリーーーレレレーーートトト   １１＄＄==￥￥１１００２２   


