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■ 例 会 場 ／ いわきワシントンホテル椿山荘
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■ 例 会 日 ／ 毎週木曜日 p.m.12:30 ～ 13:30
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外部卓話 SPEECH
「2020 プロジェクト」
NPO 法人いわきオリーブプロジェクト
代表 松 﨑 康 弘 様

いわきオリーブプロジェクトでは、
2020年のパラリンピックに出場され
る約5000人の方にオリーブの冠をプ
レゼントする計画を立てています。
今日は、その2020プロジェクトにつ
いてご紹介させていただきます。
皆様の中にオリーブを栽培している方はいらっしゃ
いますか。実はこの2020プロジェクトはどんな方でも
参加どんな栽培方法でも参加していただけます。
オリーブプロジェクトはもともと農業の耕作放棄地
問題に対する解決策の一つとして始まりました。当初
12種類の苗木を栽培しました。初めは本当に成長する
のか実がなるのかと不安を持っていました。栽培が可
能かどうかを実証する機関としてスタートしてから、今
年になって初めて多くの実が生り、声を大にしていわき
でも栽培ができると言えるようになりました。いわきや
福島をイメージできる品種を選んで栽培を展開してま
いります。今までは実が生らないこともあり、葉を利用
したパスタやお菓子、お茶、枝を利用しての燻製など
を商品化し、取引の拡大に努めています。
NPO法人としては、現在会員が15から20名ほどです。
一番多い時は70名くらいいたのですが、特に震災後に
減少してしまいました。目標としては、今年は400本か
ら400トン実を収穫し、ピクルスを作り始めています。ま
た今後、
増やしていく品種の策定を進めています。オリー
ブ畑をコミュニティーフィールドとして活用することの検
討も始めています。次の目標が600本の木から800トン
の収穫と、そこから油を作る加工所、生産者組合を作
ること。コミュニティーフィールドへの展開。さらにこれ
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から２年後には、オイルの商品化を目標としています。
今、NPOのオリーブ畑には約600本の木が植えられ
ています。約４反の土地で、本来は150本くらいが栽培
に適した本数です。植えた時は小さい苗で下が４年間
で大きく育ちました。市内では40か所に約4000本。日
本財団学生ボランティアや、埼玉県のさくら高等学園
など数多くの支援団体が定期的にボランティアをしてく
れています。
2020プロジェクトでは、世界から集まるパラリンピッ
クの選手の皆様にオリーブの冠を送りたい。あと５年、
2020年の東京パラリンピックまでに皆さんで2020本のオ
リーブの木を育て、世界に「ありがとう」という気持ち
を発信したいと思っています。皆さんに苗木を育てて、
20本の枝を使って冠を作るお手伝いをしていただきた
いと思います。今、ハウスには6000本の苗木があります。
プロジェクトに参加していただくこと、苗木を取りに来
ていただくことを条件に無償で提供しています。
実は今日はオリーブプロジェクトにとって記念すべき
日になっています。今、搾油機を設置しています。こ
の機械で初めてのオイルを絞ります。
いわきオリーブプロジェクトとしての最終目的は、い
わきを元気にすることです。これからの子どもたちに
いわきっていいねと思ってもらえるように頑張っていき
たいと思います。

◆会長挨拶ならびに報告
いわき桜ロータリークラブの皆様
ようこそおいでくださいました。ど
ちらも例会日が木曜日というご縁も
あって、合同例会が実現しました。
例会という限られた中ではあります
が、同じロータリアン同士が良い時
間を共有できれば成功かなと思っております。また、
パストガバナーの渡邉公平様ご夫妻にもご参加いた
だきました。ありがとうございます。本日はいわき
オリーブプロジェクト代表の松﨑康弘様に卓話をお
願いしております。限られた時間の中ではあります
がどうぞよろしくお願い申し上げます。

「世界へのプレゼントになろう」
Be a gift to the world

「出席はロータリアンの３大義務の１つです」
◆幹 事 報 告

司会：野沢幹事
点鐘・ロータリーソング（奉仕の理想）
・
四つのテスト（遠藤希和子さん（いわき
桜 RC）
）

遠藤希和子さん

⃝いわき桜 RCより11月プログラム予定表が届きました。
⃝いわき福音協会より「はまなす」
「いわき福音」が届
きました。

委 員 会 報 告

◆来賓・来訪ロータリアンの紹介
国際ロータリー第 2530 地区
パストガバナー 渡邉公平様御夫妻
いわき桜 RC の皆さん
卓話 をお願いした NPO 法人いわきオリーブプロ
ジェクト代表 松﨑康弘様
渡邉公平パストガバナーご挨拶
いわき平 RC といわき桜 RC の合同例
会があるということをお聞きして、こ
のチャンスを逃すべきではないと思い
妻とともに参加させていただきました。
本年度中田博道ガバナー補佐に続いて、次年度は
いわき桜 RC の遠藤希和子さんいわき分区ガバナー
補佐をお受けするということで、佐久間英一ガバナ
ーエレクトより、「願ってもないことです。いわき
分区の皆様によろしくお伝えください」と言付かっ
ております。
いわき分区で一番初めにできたのがいわき平 RC
です。いわきの 10 クラブはその子、孫クラブにな
ります。これからもよろしくお願いします。
いわき桜ロータリークラブ吉田佳代会長ご挨拶
歴史あるいわき平 RC との合同例会
が開催できたことを光栄に思っており
ます。幼少よりいわき平 RC の事業に
数多く参加させていただき、また、い
わき平ローターアクトクラブにも在籍
していたことが今の私に大きな影響を与えていま
す。ローターアクト時代には、台湾への研修や、ア
クトの 20 周年の準備で勉強をさせていただきまし
た。本日はいわき平 RC の皆様に色々と勉強をさせ
ていただきたいと思っております。よろしくお願い
いたします。
鈴木

浩様

本 日の例会はいわき桜
RC と の 合 同 例 会 と な
りました。



▲

◆転勤挨拶
⃝関彰商事株式会社

◆ 出席委員会（佐藤淳委員長）
例会日
10 月 22 日

基本会員数 出席者
50 名

32 名

メーキャップ数
―

◆ ロータリー財団委員会（鈴木東雄委員長）
大久保健蔵さん、松﨑倫久さん、吉田仁平さん。


◆ 米山記念奨学会委員会（菊田政寛委員）
大久保健蔵さん、菊田政寛さん。

以上３件

以上２件

◆スマイルボックス委員会（黒須幸雄委員長）
♥渡邉公平さん（合同例会おめでとう。分区・地区
の活力を祈念して）♥松崎浩さん（いわき桜クラブ
の皆様ようこそ。松﨑康弘様卓話よろしくお願いし
ます）♥鈴木浩さん（３年間お世話になりました。
後任の曲山をよろしくお願いします）♥伊藤盛敏さ
ん（桜ＲＣ歓迎。鈴木浩さん御栄転おめでとう）♥
♥黒須幸雄さん（桜ＲＣ歓迎します。鈴木浩さんお
世話になりました）♥鈴木弘康さん（桜ロータリー
歓迎します。鈴木浩さんお世話になりました）♥三
瓶和秀さん（桜ＲＣさんよろしくお願いします。鈴
木さんご苦労様でした）♥越智正典さん（いわき桜
クラブの皆様を歓迎して）♥志賀弘昌さん（桜ロー
タリーの皆様ようこそお見え下さいました）♥松﨑
倫久さん（桜ロータリークラブの皆さんようこそ）
♥鈴木東雄さん（いわき桜ＲＣの皆様、ようこそ）
♥関口武司さん（いわき桜ロータリーさんとの合同
例会歓迎します）♥大久保健蔵さん（桜ＲＣの皆さ
んを歓迎します）♥山﨑慶一さん（桜クラブの皆様
よろしく）♥佐々木芳弘さん（桜ＲＣの皆さんを歓
迎します）♥有賀行秀さん（松﨑さん卓話よろしく
お願いします。オリーブオイル初しぼりおめでとう
ございます。合同例会へようこそ）♥竹谷金浩さん
（先週の観月例会では家族で参加させて頂きありが
とうございました。娘たちもフラダンスを躍れて楽
しかったようです）♥郡二三子さん（桜ＲＣの皆様
以上 18 件
と例会が出来て大変うれしいです）
★本日の例会案内 10月29日（木） 12：30 ～
第３回クラブ協議会
お食事メニュー＝天麩羅うどん・ミニバラちらし
★次回の例会案内 11月12日（木） 12：30 ～
ロータリー財団担当卓話
いわき常磐ＲＣ・地区ロータリー財団委員会
委員長 橋本芳家様
お食事メニュー＝チキンソティー温野菜添え・揚げ出
し豆腐 野菜餡かけ

八幡恭朗
関口武司
浅倉哲也
八幡恭朗
会報・広報委員会
会報・広報委 員 会安田信二

