
◦ロータリーソング◦

ソングリーダー
久保田　隆君

◦ゲ ス ト 紹 介◦

株式会社ミツハシ　三橋　英一郎様　

◦会　長　挨　拶◦

会長　谷本　宏太郎君

皆さんこんにちは、佐々木郎希投手の完全試合達成

若干２０歳で達成したニュースは低迷するプロ野球

界にとって久々の嬉しい大ニュースでした。しかも、

１３連続三振、１９奪三振と３つも記録を一日で達

成してしまいました。また、捕手が１８歳ルーキー

の松川選手と言うことですから、若い選手の活躍に
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よって、大谷翔平の大リーグ人気に劣らず日本のプ

ロ野球も盛り上がることでしょう。さて、いよいよ

新茶のシーズンが始まりました。静岡市内でも土曜

日に丸子で近藤早生という品種の手摘みの様子が

ニュースで流れていました。この品種は紅茶品種が

掛け合わせてあるので、一般的なやぶきたとはちょっ

と違う香りに特徴があります。知合いの丸子の茶農

家の一人はこの品種のにおいが嫌いで、若いころ工

場でこの品種を揉まされると、早くやぶきたが出て

こないか待ち遠しかったそうです。紅茶系の品種が

持つ香りになじめない茶農家や茶業者はけっこうい

ます。また、緑茶品種に比べて紅茶系の品種は渋み

や苦みが強いこともあって、あまり普及していませ

ん。日本人は旨味が大好きなので、煎茶も旨味と渋

みのバランスの良いやぶきた品種の煎茶が最も好ま

れてきました。そのため、日本中特に静岡のお茶は

やぶきたばかりになってしまったため、収穫時期が
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◦新 入 会 員 紹 介◦

酒井　裕美子さん
（さかい ゆみこ）
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一度に重なってしまうことや差別化が難しくなり、

少しずつ他の品種も植えるようになってきました。

それに伴い新しい品種の宣伝もするようになったこ

とと、消費者の好みが多様化してきたこともあり、

香りに特徴がある紅茶系品種の煎茶にも人気が出て

きています。紅茶も烏龍茶も緑茶も楽しむ人にとっ

ては特徴ある香りの煎茶も好みのお茶に加えて楽し

みたいようです。私のように海外の茶専門店や国内

の紅茶業者に日本茶を販売していると、特に香りに

特徴のある品種が好まれる傾向が強いです。良い紅

茶はさわやかな渋みが必須条件となっていますので、

海外の茶愛好家は日本人よりも渋みや苦みに強い傾

向があります。最近はやりの和紅茶は煎茶品種で作

ることが多いため、渋みが無く紅茶ファンには全く

評価されません。ニガクナイコウチャというブラン

ドを立ち上げた清水のグリーンエイトは本物の紅茶

ファンは相手にしない、提供できる煎茶用品種で作

る柔らかな味と香りで勝負するという割り切った姿

勢がすがすがしいです。海外を相手にしている私と

しては、紅茶系品種の香りを持つ煎茶の生産が増え

てくれることを願っています。現状では清水のまち

こに代表される「静７１３２」や香駿、藤枝かおり

に「そうふう」という品種が加わるとうれしいので

すが、茶は収穫できるようになるまで年数がかかる

ため、香りに特徴があっても苦くて渋い紅茶系品種

よりも緑色が濃い品種や旨味の強い品種が増えてい

ます。それでも以前はやぶきた一辺倒だったのに比

べると選択肢が出てきましたので、日本茶カフェで

の楽しみが増えてきたのではないかと思います。呉

服町に新しく日本茶専門店が開店しましたが、この

会社は近年輸出が急激に伸びています。昨年青葉通

りから呉服町に移転した茶業者も輸出が好調ですし、

ここは玉露の産地を抹茶の産地に転換したことが成

功につながっています。日本茶の輸出は好調で、特

に北米向けの抹茶と粉末緑茶は年率２０％増と絶好

調が続いています。ほとんどがコーヒーチェーン店

むけでそのほかに日本同様にお菓子向けですので、

嗜好品ではなく衛生管理が徹底したコモディティ化

した緑茶粉末が求められています。そのため量産設

備が整っている鹿児島県がその恩恵を受けています。

鹿児島では茶農家は２トントラックで畑に行き、まっ

平らな広い茶畑にトラクターで茶園管理をしていま

す。軽トラで狭い山道を登り下りして、さらに狭く

て急な所はモノラックで茶畑から生葉を運んでいる

静岡が作っているのは嗜好品としてのお茶なので、

ニッチ市場向けの商品です。私は中国だけではなく

今後はインドやアフリカと勝負しなくてはならない

コモディティとしての抹茶・粉末緑茶ではなく、嗜

好品としてのお茶に携わっていたいと思っています。

茶農家の減少と放棄茶園の増加を止めるためには嗜

好品として日本茶楽しめるカフェが増えてくれるこ

とを期待しています。今年は寒い冬にしっかり休ん

で暖かい春が順調に新芽をはぐくんできましたので、

おいしいお茶ができると確信しています。静岡茶市

場の新茶初取引は来週です。私も忙しくなります。



牧田　晃子さん
（まきた あきこ）
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◦委  員  会  報  告◦

社会奉仕委員会　委員長　加藤　正博君

４月１８日（月）１２：３０～

移動例会（蓮見亭見学会）

次年度地区　筆頭副幹事　横山　泰久君

４月２４日 （日）　

地区研修協議会（Ｚｏｏｍ）のご案内

◦幹　事　報　告◦

幹事　木村　絵美君

４月１８日（月）　移動例会　蓮見亭見学会

４月２４日（日）　地区協議会（Ｚｏｏｍ）

５月　９日（月）　通常例会

◦お  め  で  と  う◦

【結婚記念日】

●月●●日　石川　雅章さん・めぐみさん

●月●●日　疋野　智男さん・淑子さん

【誕生祝い】

●月●●日　茂成　直政さん

●月●●日　鴇田　勝彦さん

●月●●日　森田　昌宏さん

●月●●日　梅原　弘充さん

●月●●日　太田　勝之さん

◦ス　マ　イ　ル◦

寺戸　常剛君

新入会員、酒井裕美子さん、牧田晃子さんを宜

しくお願い致します。

志田　洪顯君

牧田さん、酒井さんの入会をお許し下さり有難

うございます。どうぞ宜しくお願いします。

牧田　静二君

暫くの間、親子でお世話になることになりまし

た。皆様宜しくお願いします。

向坂　達也君

私と牧田先生とは若い頃、毎週、持ち回りでそ

れぞれの自宅に行って麻雀をしていました。そ

の時に生まれた「晃子ちゃん」が今日入会され

て感無量です。入会おめでとうございます。会

員の皆様、宜しくお願い致します。

木村　絵美君

入会申込を頂いてから随分お待たせしてしまい

ましたが、牧田晃子さんが本日入会します。皆

さん宜しくお願いします、スマイルします。

牧田　晃子君

新入会となりました。よろしくお願いします。

酒井　裕美子君

新入会となりました酒井と申します。よろしく

お願い致します。

疋野　智男君

●●回目の結婚記念日です。お互いよくもった

ものだと感じています。



石川　雅章君

結婚記念日のお祝いありがとうございます。本

日、●●回目の記念日となりました。●●式に

向けて夫婦、笑顔で過ごしていきます。今後と

もよろしくお願いします。

梅原　弘充君

●月●日に●●回目の誕生日を迎えましたの

でスマイルします。誕生日当日は静岡ロータ

リーの同じ歳の仲間と１日ゴルフで楽しみま

した。昭和●●年●●●年生まれの皆様、こ

れからもよろしくお付き合いの程よろしくお

願いします。

小川　潤君

●●回目の誕生日のお祝い頂きました。自分と

しては●●回くらいのつもりですが、鏡に写っ

た姿に愕然とする日々です。

森田　昌宏君

●●回目の誕生日を迎えました。ついでに高齢

者免許証の更新も同日に●回目の合格しました。

水谷　学君

お誕生日のお祝いありがとうございました。入

会から早●年になりました。今後ともご指導を

宜しくお願いします。

茂成　直政君

誕生日のお祝い頂きまして、誠にありがとうご

ざいました。

〇満席スマイル

４番 淺原さんテーブル、５番 桜田さんテーブ

ル、６番 志田さんテーブル、８番 福地さん

テーブル、９番 増田さんテーブル、１４番 鈴

木さんテーブル、１５番 大須賀さんテーブル、

１８番 大石さんテーブル（計８テーブル）

◦出　席　報　告◦

例会日 全会員数
（出席計算人数）

出 席
会 員 数

欠 席
会員数

暫 定
出席率

4/11 103（102）
計 70 名

現地 68 名
Zoom 2名

35 名 68.62％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

◦卓　　　　　話◦

米山奨学生

ジョセリン・ネオ・ワンティンさん

『マレーシアのおすすめグルメ』

他民族国家マレーシアには大

きく分けて三種類の料理があ

りご紹介がありました。マレー

系、中国系、インド系の料理

が中心でマレーシアの国民食から、朝食、屋台

料理の定番、沢山のスパイスを使った鶏料理、

その他にも数々のおススメ料理のご紹介があり

ました。また料理だけではなくマレーシアのデ

ザート、インド系のジャガイモを使ったおやつ

から、マレーシアに行った際は絶対に食べて欲

しいとのコメントがあった、かき氷のデザー

ト、伝統菓子については和菓子とは全く異なる

味との紹介がありました。そして日本ではあま

り見かけない熱帯果物のドリアン、マンゴスチ

ン、赤いラムタン、形に特徴のあるスターフルー

ツ、ローズアップルに加え、お土産にとホワイ

トコーヒーのご紹介がありました。コロナが落

ち着きましたら是非マレーシアに足を運び、お

勧めしてもらった料理、フルーツの食べ歩きを

しましょう。


