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外部卓話 SPEECH
「天皇杯受賞に関して」
とまとランドいわき 専務取締役

元

木

寛

様

昨年度、農業界においては最高
賞といわれている天皇杯を受賞し
ました。今年の 1 月に皇居に参り
まして天皇皇后両陛下に拝謁の機
会を賜りました。両陛下とも被災
地福島や農業のことを危惧してお
られ、優しいお言葉を掛けていた
だきました。その後宮内庁の方に
皇居内を案内していただきました。大手町のオフィ
ス街に近いにもかかわらず日本の聖地、特別な場所
であるという実感を持ちました。
会社の説明と今後の事業に関して話しをさせてい
ただきます。私達の会社は農地の所有を認められた
農業生産法人、有限会社とまとランドいわきと申し
ます。四倉町に平成 13 年に設立。関連会社として
株式会社アグリパークいわき、株式会社ワンダー
ファームがあります。グループ全体で従業員が 46 名、
ほとんどが女性です。
私達は「人と環境にやさしい農業を実践しよう」
「地域社会に対して最大限貢献しよう」
「お客様が求
めるサービスをつくりだそう」という 3 つを経営方
針として事業を展開しております。その中でも柱と
なる農産物の生産事業では、メインとなる生食用生
鮮トマトは年間 850 トンほど生産しております。面
積に対する生産量は日本ではトップクラスとなって
おり、天皇杯をいただいた要因の一つにもなってい
ます。その他、いちじく、パプリカ、イチゴ、ブルー
ベリー等「とまとランド」という会社名ですがいく
つかの野菜を複合的に生産しています。
オランダ式のグリーンハウスというガラスで覆わ
れた温室で 1 年中生産をしております。この温室は
私達が日本でも初めて位に導入したのですが、作業
が全てオートメーション化されており、環境制御の
ソフトウェアが導入され高品質・安定的に作物を
作っていける施設となっています。東日本大震災の
復興に露地式からオランダ式へ切り替える農家が増
えていることも含め、これからの日本の農業で注目

2013～2014年度
国際ロータリーのテーマ

されている設備です。ココウール栽培方法という椰
子ガラを培地に使用する方法を採用しています。椰
子ガラはスリランカから輸入するのですが、現地で
廃棄物だった椰子ガラを農業に再利用し、現地の貧
しい人が椰子ガラを集めることで収入を得られると
いう意味でも社会貢献になるので採用しています。
経営方針の 2 番目にもある地域への社会貢献では、
農業を通して地域に集客をする目的で、様々なイベ
ントや、小中学校の社会科見学、インターンシップ、
企業からの研修の受け入れなどを行い、今では年間
10 万人の方が我々の施設を訪れています。
お客様が求めるサービスの創造という点では、規
格外の製品のロスを減らす目的で来訪するお客様に
自家製のトマトジュースを提供していたところ、贈
答用にしてくれないかという要望もあり、加工品の
販売を始めることになりました。加工品の生産を通
じて農産廃棄物をかなり減らすロスの無い農業を目
指しています。
3 年前の東日本大震災では、かなりの被害が農業
界にあり、今でも尾を引いている状態ですが、私達
は徹底した検査と情報発信をかなり早い時期から行
なってきました。震災のあった 3 月から検査とメディ
アを通しての発信を行い、その出足の早さと情報発
信力が回復の早さにもつながってきました。行政で
の同調した動きもあり、いわき市の見せる課で、行
政と民間生産者での情報発信を全国に行なってきま
した。私達の商品には QR コードが記載されており、
製品の出荷・検査の履歴が携帯電話でも見ることが
できます。放射能ばかりではなく、残留農薬や機能
性の検査を消費者の方に分かりやすく情報発信する
ことに力を入れています。
今後の事業展開としては農業をテーマとした体験
交流事業を展開していきます。その一つとして平成
25 年に観光イチゴ園を開設いたしました。また、農
林水産省が出資する６次化ファンドを活用したワン
ダーファーム事業を計画しております。１次（農業
生産）×２次（加工）×３次（販売・サービス）を
つなげた６次産業を目指して四倉インター付近で事
業を推進していきます。農産加工品・農業生産につ
いても新施設を設けての増産を計画しております。
また、再生可能エネルギーによる営農型発電モデ
ル事業、農地で生産も行ないながら発電もしていく
という工事を現在行なっています。国内では初めて
のモデルとなります。エネルギー教育・食育を含め
事業を展開し、10％程度は磐城農業高校へ次世代農
業者の育成のために拠出をしていきます。
皆様にも農業に興味を持っていただいて、１次・
２次・３次の連携にもご協力できることがありまし
たらよろしくお願いします。

「ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を」
Engage Rotary, Change Lives

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆ 米山記念奨学会委員会（代理山野辺倉平会員）

◆司会：松村幹事
〔点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）・四つのテ
スト（八幡恭朗会員）〕

大久保健蔵さん、山崎洋次さん。以上２件

◆ 雑誌委員会（清水俊政委員長）
ロータリーの友「見どころ 読みどころ」
横組みの P3 にロン D. バートン会長

八幡恭朗会員

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
⃝㈲とまとランドいわき専務取締役
⃝ひまわり信用金庫

元木寛様

児玉武彦様

◆会長挨拶ならびに報告
いわきの桜は各地で満開です。今
週末はいわきの桜を堪能してくださ
い。いい場所がたくさんあります。
おとといまで皇居の乾通りが一般
に公開されました。行かれた方はお
りますでしょうか。私は、一昨日丸の内で用事があ
り、
その前後時間が空いていたので行ってきました。
最終日だったのでものすごい人の列で、途中で断念
したのですが、本当にすばらしい桜でした。急遽始
めたので、仮説トイレの問題や救急車で運ばれる人
もいたようですが、秋の公開時には問題点も改善さ
れると思います。このような行事が続けば、日本人
の皇居に対する想いも若い人に繋がっていくと思い
ます。

⃝ 2530 地区いわき分区のガバナー補佐から渡邉ガ
バナーの「例会の魅力」の資料が届きました。
⃝群馬県の太田ロータリークラブよりグランドピア
ノが 4 月の 22 日か 23 日に舞子浜病院へ寄贈され

がロータリーの雑誌について書いてい
ます。冒頭の 3 行が読みどころです。
P ８～９に各国の雑誌が載っています。
それぞれお国柄が表れています。P30 には日本と台
湾のロータリーの親善会議の記事が載っています。
縦組みの P63 には漢民線の記事があります。P56 の
歌壇 97 歳の方の歌が詠まれています。私もますま
す頑張らなくてはと思います。

◆スマイルボックス委員会（新田俊彦副委員長）
♥森雄治さん（元木様卓話よろしくお願い致します）
♥勝田博志さん（母の逝去の折には平ロータリーク
ラブより御香料をたまわりましてありがとうござい
ます。享年 98 歳でありました。葬儀は身内だけで
行い、皆様にはお知らせせず失礼しました事おわび
申し上げます）♥早川孝義さん（早退します）♥根
本義男さん（桜が満開になりました。今年もよろし
くお願いします）♥清水俊政さん（先週は雑誌月間
でプログラム委員会のお世話になりました）♥小暮
憲一さん（元木専務卓話ありがとうございます）♥
有賀行秀さん（元木さん卓話よろしくお願いします。
楽しみにしていました）♥山崎洋次さん（本日の卓
話を楽しみにしております）♥関口武司さん（元木
様、卓話宜しくお願いします）♥坂本佳友さん（元
木様、外部卓話よろしくお願いします）♥松崎浩さ
ん（元木様卓話よろしくお願いします）♥越智正典
さん（元木様卓話よろしくお願いいたします。たの
しみにしています）♥佐々木芳弘さん（元木様卓話
よろしくお願いします）以上、13 件

ます。

委 員 会 報 告
◆ 出席委員会（早川孝義委員長）
例会日

基本会員数

出席者

メーキャップ数

４月 10 日

52 名

31 名

―

◆ ロータリー財団委員会（山野辺倉平委員長）
大久保健蔵さん、勝田博志さん。以上２件

会報・広報委員会

★本日の例会案内 ４月17日（木）PM12：30～
外部卓話 鈴木修典様（ポレポレいわき代表取締役）
「ポレポレ映画祭について」
お食事メニュー＝豚肉の塩麹焼 ミニ刺身
★次回の例会案内 ４月24日（木）PM12：30～
外部卓話 寺主君男様（いわき経済同友会代表幹事）
「浮体式洋上風力発電について」
お食事メニュー＝牛フィレステーキ 青コショウソース

三瓶和秀

安田信二

八幡恭朗

