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2020-2021 年度 第 1180 回例会 

宇都宮陽北ロータリークラブ会報 
会長：古矢幸伸 幹事：樋口富之 会報委員長：須賀正人 

例会場及び例会日：ベルヴィ宇都宮 ≪火曜 12：30≫ 

事務所：宇都宮市宿郷 5-21-15 ベルヴィ宇都宮内 

TEL:028-633-1165（ベルヴィ宇都宮） 

 

 

 

 

  

 

§ ロータリーソング「それでこそロータリー」 

 

   みなさん こんにちは。 

本日は、Kusaka Vineyards 代表の日下様にお越しいただいております。後ほど卓話をお願いして

おります。よろしくお願いします。また、日下様は先日ご案内をさせていただきましたが、来年

1月より当クラブの新しい仲間として入会をいただきます。今日の卓話もそうですが、1月から

当クラブの会員となります事を改めてご案内するとともに会員の皆様におかれましてもご認識を

いただきます様お願いします。 

さて、本日の会長の時間は、まずご報告が一つございます。それは先週の例会のあとにキッズ

ハウスいろどりへお菓子の寄贈に社会奉仕委員会の長委員長のもと、仲田副会長、熊本奉仕活動

プログラム委員長、樋口幹事、鈴木克基会員と寄贈に訪問してきました。合計で 70 箱スナック

菓子 2,800袋を寄贈いたしました。いろどり以外にも学習支援の教室など関連施設への配布も含

め非常にありがたいとお話をいただきました。また、今年度の支援としてもこれから下半期へ向

け物心両面での支援を計画します。社会奉仕委員会からもお話があると思います。 

また、本日の会長の時間としては、別のお話をしようと考えていましたが、今朝ガバナー事務

所より新型コロナウィルスに関する内容のメールでした。東京をはじめ、北海道、大阪での新型

コロナウィルスの感染拡大を踏まえ改めて、新型コロナウィルスへの感染拡大への注意喚起をす

るとともに、会員一人ひとりが再認識をし、行動しなければなりません。 

森本ガバナーは、例会はもちろんですが、会員の皆様から感染を出すわけにはいきません。今

一度注意喚起を実施し注意を払う行動をしていきましょうというものでした。日に日に状況が変

わる中、私たちにできることを考え、実践していきましょう。 

 

 

◇ 12月 20日(日)新入会員勉強会を開催致します。(入会 5年未満の会員が対象・案内済み) 

◇  ガバナーより、コロナウィルス対策が届いております。(レターボックス配布) 

◇ 地区年次報告書が届いております。(回覧) 

 司 会・ビジター紹介          長 英明 S.A.A 

 

 

 

 

 会長の時間             古矢 幸伸 会長 

 

 

 

 

幹事報告               杉本 勝 次年度幹事 

 

 

 

 

11 月 第 3 例会          

2020 年 11 月 24 日(火)     会員数 42 名 出席数 29 名 

tel:028-


RID2550 UTSUNOMIYA YOHOKU ROTARY CLUB 

 

 

 

   § 11月 22～23日米山学友会懇親会をコロナウィルス感染防止のため延期と致しました。 

 

 

   § キッズハウスいろどりへお菓子 70箱を寄贈致しました。 

   § 昨年に引き続き、お菓子、文房具、洋服等々のご寄付のご協力をお願い致します。 

12月 22日に寄贈したいと思っております。(別途案内) 

 

 

   §古矢幸伸会長  こんにちは。17日にキッズハウスいろどりへお菓子の寄贈を無事に終了しま

した。ご協力いただきありがとうございました。また、本日、日下様よろし

くお願い致します。 

   §仲田真介副会長 皆さんこんにちは。先週 17日の例会終了後にキッズハウスいろどりへお菓

子 70 箱を寄贈して参りました。とても喜んでいただきました。ニコニコし

ます。             

   §長 正英会員  妻の誕生日のプレゼントありがとうございました。大変喜んでおりました。 

   §上杉哲也会員  私の誕生日プレゼントありがとうございました。 

      

   多くの会員の皆様にご協力戴きありがとうございました。  今週の金額  14,000 円  

 

 

   

   Kusaka Vineyards 代表 日下 篤（くさか あつし)  

 

 

生産者について 

  1983 年 富山県生まれ、北海道別海町にて牧場を営む両親の元で育つ 

1997 年 両親の仕事の都合で、栃木県芳賀郡市貝町に移住 

1999 年 作新学院高等部( 硬式野球部所属) 

2005 年 パイオニアエコサイエンス株式会社( 種苗会社) 入社 野菜の育種や品種選抜、種子生

産を行う 

2007 年 早稲田大学芸術学校建築科入学 

2013 年 山梨県甲府市、農業生産法人「i-vines」代表の池川仁氏に師事  

ブドウ栽培の技術を学ぶ 

2015 年 甲府市のワイナリー、シャトー酒折にて醸造技術を学ぶ 

2016 年 栃木県芳賀郡市貝町に戻り、Kusaka vinyards を創業 

          醸造用ブドウを中心としたブドウ栽培を開始 

地区米山記念奨学会委員会報告    長 正英 地区米山記念奨学会委員会委員長 

 

 

 

 社会奉仕委員会報告         長 英明 社会奉仕委員長 

 

 

 

 

ニコニコボックス委員会報告     上杉 哲也 委員 

 

 

 

 

招待卓話 
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2017 年 自社製のブドウを使った初めてのワインが完成(cfa Backyard Winery にて醸造) 

2018 年 道の駅やインターネット上の販売サイトなどでトウモロコシなどの野菜を販売し 

つつ、ブドウ栽培を行いながら、ワイナリー設立計画進行中 

2020 年 2019ヴィンテージ発売開始 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農園の広さ：150 アール(≒15000 ㎡ ) 

○主な農作物： 

ワイン醸造用のブドウ 

 ( マスカット・べーリーA, 甲州, シャルドネ, プチ・ヴェルド) 

生食用ブドウ( シャインマスカット) 

Policy Kusaka Vineyards が大切にしていること 

1. 生産から加工まで 一貫して関わる 

2. いいものを作り 適正価格で販売『経営が成り立つ農業』 

3. 農業をベースにしたワイナリーで 地元を盛り上げる 

policy を具現化する為の Kusaka Vineyards 今後の目標 

農業をベースにしたワイナリーの設立 

ワインは農作物、農業としてのワイン造りの追求 

レストラン ショップ併設 

農業体験 

● KusakaVineyards BRANC ( 白)  生産本数 952 本 

COMMENT 甲州 86% シャルドネ 14% 混醸 オークチップ使用( 約２ヶ月) 

ミディアムボディ 後味にバタリーなニュアンスもあり飲みごたえあり 

樽香やや強め 

ペアリングの提案 天ぷら、カルパッチョ、生牡蠣、オイスター料理 

● KusakaVineyards ROUGE ( 赤)  生産本数 1,199 本 

COMMENT マルカットベーリーA 93% メルロー 7% 混醸 

オークチップ使用( 約２ヶ月) ライトボディ  

ベーリーA 特有のキャンディー香が控えめ 

樽香控えめ 

ペアリングの提案  

すき焼き、焼き鳥、肉じゃがなどの醤油を使ったお料理 
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日 付 プログラム 時 間 例会場 

第 1182 回 

12 月 8 日(火) 

地区委員卓話 

熊倉 学 地区財団補助金委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1183 回 

12 月 15 日(火) 

クラブフォーラム④ 

田中豊治 クラブ奉仕委員長 
12：30～13：30 ベルヴィ宇都宮 

第 1184 回 

12 月 22 日(火) 
夜間例会 クリスマス会 18：30～ ベルヴィ宇都宮 

12 月 29 日(火) 特別休会   

 

   プログラム 

 

 

 

 

出席報告   湯浅 定 副委員長 

 

会員数   42名  前々回ＭＵ   0名 

出席数   29名   前々回訂正    0名 

欠席数    13名   前々回訂正率  

出席率  69.05％        76.19％ 

％ 

例会予定 

 

第 1181 回  12 月 1 日(火) 

年次総会 


