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月間テーマ

会員増強・新クラブ結成推進月間
ロータリー親睦活動月間

本日のプログラム

講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」（担当：プログラム委員会）

次週例会

新入会員歓迎例会（担当：クラブ研修委員会）

■ロータリーソング：「四つのテスト」
■会員数

2020-2021 年度

RI 会長 ホルガー・クナーク

第 2500 地区ガバナー

松田 英郎（富良野 RC）

■ソングリーダー：浅野 清貴君

98 名

■ビジター
■ゲスト

なし

㈱夢の杜ファーム 代表取締役 長江 文男様

会長の時間

舟木

博会長

福島に停車した時に、その時が来ました。突然、停車

けください。先ほ

し、ゴーッ ゴーッという大きな音がしました。車窓

食事の方はお続

ど、小野さんの委
員会配属を失念い
たしましたので、
小野さんの委員会
の配属をお知らせ

します。小野さんは社会奉仕委員会になっております
ので、どうぞよろしくお願いいたします。本日、委員
長の吉田英一さんはいらしてません。よろしくお願い
いたします。

先週の土曜日、８月 15 日の終戦記念日に、栄町平和

公園で行われた釧路市民戦災死没者慰霊式ならびに平
和記念式に釧路ロータリークラブを代表して献花して
まいりましたことをお伝えします。

それから先日、釧路新聞の一面に中標津町長の当選記
事よりも大きく土橋副会長の記事が掲載されました。

ちなみに土橋君は中標津町の出身ですので、「勝った」
と言って喜んでおりました。たくさんのニコニコあり
がとうございました。

さて、本日は 2011 年 ( 平成 23 年 ) の３．１１、東
日本大震災の私の 1 日をお話させていただきます。

今後、皆さまが大地震に遭った時に、多少なりとも役
に立つかなと思いますので聞いていただければ幸いで
す。

2020-2021 年度
国際ロータリーテーマ

東京発山形行き・東北新幹線つばさ 139 号に乗って

中の電車が左右に大きく振り回されるように揺れだ
の外を見たら駅のベンチが波打って揺れておりまし

た。また、すぐ隣にお年寄りがおりましたので、電車
の中で落ち着くまでカバーしておりました。強い揺れ
が断続的に続いておりました。

まず考えたことは電気と水道でした。釧路に住んでい
る人間は地震に大変慣れていると言えば語弊がありま
すが、すぐに電気と水道のことを考えました。幸い、
まだその時は自販機が生きていましたので、お隣の老
人と２人で買える分の水をまず手に入れ、次にトイレ
に直行しました。案の定、電気も水道もその後止まっ
てしまいました。トイレは長蛇の列ができていました
が、使うことはできなかったみたいです。

それから駅１階と地下の階段の場所に避難をしまし

た。まず考えたことは、むやみに外に出たら落下物で

危険があると思いました。それと、ＪＲの駅は国が作っ
たすごく丈夫な建物と思ってそこに留まりました。な
ぜなら外は吹雪模様で非常に寒かったし、余震がまだ
続いておりました。しかしながら、ＪＲの福島駅は大

勢の避難者を追い出しにかかりました。私は最後まで
抵抗して１〜２時間頑張ったのですが、最後は鉄道公
安員に追い出されました。外は交通信号機の電気が止
まり、自販機も止まり、すべての交通機関が止まって
しまいました。また、ガソリンスタンド、コンビニ、
レストラン、見る限りほとんど全ての物販、飲食店が





閉まっていました。

思いますので釧路ライフを楽しんでいただけるのでは

ンジンをかけていたバスにお年寄りと２人で乗り込み

浜にいるということです。

追い出された後、駅前のバスターミナルに止まってエ
ました。暖を取るために乗ったバスですが、仙台行き
のバスだったので戻れる所までと思って乗りました。
残念ながら１時間後に取りやめになり、バスからも追
い出されました。

近くの避難所を調べようしたら、道路の向かいのホテ
ルに微かに明かりがついていましたので、そこに避難
をさせていただきました。１階のフロアに新聞紙を敷
いてとりあえず座ることができました。その場に荷物
を置いて食料の調達に街の中を歩き回りました。数キ
ロ離れたホームセンターだけが開いておりました。多
分、自家発電を使っていたのだと思います。わずかな
食料を買うことができ、少し安心してホテルに戻って
数名の避難者と食料を分かち合いました。ホテルに毛
布を貸していただき、床で眠ることができましたがほ

ないかなと思っています。奥さまはお仕事の関係で横
こんなコロナ禍で飲みニケーションしづらいですが、
釧路ロータリークラブの皆さんは信用できる方々です
ので、このメンバーだけは感染しないように気を付け
て小野さんと仲良く飲みニケーションを無理やりでも
していただければありがたいと。

武久さんは１年で異動されましたが、２〜３年とい

らっしゃると思いますので皆さんで仲良くしていただ
きまして、楽しい釧路ライフを送っていただいて釧路
のファンの１人になっていただければ思っておりま

す。それでは、ご本人から自己紹介をお願いいたしま
す。

ＮＨＫ釧路放送局局長 小野正晴局長

ただいま、紹介

とんど眠ることはできませんでした。

いただきましたＮ

朝早くからホテルのフロントに人が集まり情報交換を

ます。この度、歴

翌朝も携帯電話が繋がらず非常に困っておりました。

ＨＫの小野と申し

しておりました。

史と伝統のある釧

しかし、人が困っている時に金儲けにたけた人間はい
るもので、「白タクが東京まで 10 万！東京まで 10

路ロータリークラ
ブに入会させてい

万！」という声が聞こえておりました。

ただきまして、大変光栄に思っております。ありがと

た。最後になりましたが新幹線、駅前、福島ビューホ

簡単に自己紹介させていただきます。いまご紹介いた

取り留めのない話でしたが、私の３．１１の１日でし
テルさん、大変お世話になりました。もし福島に宿泊
される際はぜひご利用ください。
ご清聴ありがとうございました。

木下 正明君

だきましたが昭和 63 年に記者として会社に入りまし

た。これまでも長く記者の仕事をしていましたが、入っ

て最初に秋田放送局、東京本部、鹿児島、東京、大阪、
静岡、東京、松山、東京、釧路と、地方放送局の勤務
は長かったのですが、北海道の勤務は初めてで、これ

新入会員紹介
スポンサー

うございます。

皆さん、こんに

ちは。今、お話が
ありました新入会
員の小野正晴さん
のご紹介をさせて
いただきます。小
野さんはＮＨＫ釧

路放送局の武久局長の後に赴任されておりまして、8

月３日に着任早々、ご入会いただきまして本当にあり
がとうございます。

ご出身は横浜でして、私も横浜の高校に行っていまし

でいわゆる四島、九州・四国・本州・北海道と全てを
制覇した形です。

北海道の赴任は初めてですが、学生時代に２度ほど、
当時の国鉄の周遊券とユースホステルを使ってかなり
きめ細かく２年にわたって旅をした経験があります。
こちらの道東方面も、摩周・阿寒・野中温泉や野付半
島などに行ったことあるのですが、釧路のこの道東の
地に赴任できることをすごく楽しみにまいりました。
また、皆さまともいろんなお付き合いを通じて、いろ
んなことを勉強させていただきたいと思っておりま
す。今後、どうかよろしくお願いいたします。

たので、近くの高校に在籍されていました。その後に

歓迎の言葉 舟木

す。全国各地を回られまして、この度釧路に来ていた

任期でしたが、任期いっぱいまでロータリー活動を積

わっていてシャーロックホームズということで、日本

に短い釧路生活でしょうけど積極的に参加して、多く

一橋大学を出られましてＮＨＫに入社されておりま

だきました。趣味が登山、温泉巡り。もうひとつ、変
シャーロックホームズクラブにもご入会されているそ
うです。登山・温泉巡りにはこの地域はとても良いと

博会長

小野さんは武久さんの後任ですね。武久さんは短い

極的に頑張っておりました。どうぞ、小野さんも同様
の友達を得てください。それでは、どうぞよろしくお
願いいたします。





■

後ろにハウスを建てたのですが、温泉でもボーリング

本日のプログラム ■

講師例会「ゆめいちご 釧路を苺の産地に」

したら面白いことができるかと思って、温泉をボーリ
ングしたのがきっかけなのです。本当は 1500ｍ位ま

プログラム委員会 中島 徳政委員長

でボーリングしたかったのですが、ボーリング屋さん

長中島です。お世

28 度のお湯を農業栽培に利用できないかなと考えだ

プログラム委員

が 1300ｍでギブアップしちゃって、出た温度は 28 度。

話になっておりま

したのが、この苺の栽培に関わることになったのです。

す。本日の講師を

あちこちいろんな栽培のハウスを見学ました。苺は、

ご紹介しようと

内地の方は温暖化でどんどん夏場に作れなくなって、

思ったのですが、

北海道との住み分けになってきつつあるのです。そん

もう皆さんは大変

ご存じで、皆さんご挨拶されておりました長江文男様
でございます。長江建材の相談役にお付きになって、
会社は息子さんが社長になっておられます。今回は、
平成 27 年度に設立された株式会社夢の杜の社長様と

して今日の講師としてお呼びさせていただきました。
公職は皆さんご存じのように法人会の会長、会議所の
２号議員などたくさん歴任されまして、先ほどから土
橋さんが話題になっている新聞で 18 日に発表になっ

たのですが、長江様が釧路市民貢献賞産業部門で受賞
が決定されております。この後、表彰式等があると思
います。本当におめでとうございます。

テーブルに置いてある苺、これが長江様が今お作りに
なられている「ゆめいちご」です。練乳等も置いてあ
りますので食べながら、長江さんのお話を聞いていた
だきたいと思います。

プロフィールをお願いしますと会社にお尋ねしました
ら、本を１冊『自伝』をいただき、「これを読め」と

言われました。本当はここから抜粋してしっかりやら

ないといけないのですが、時間の関係もありますので、
こういう形にさせていただきたいと思います。

それでは、長江様、よろしくお願いいたします。
株式会社夢の杜ファーム代表取締役

長江

文男様

皆さん、こんに

ちは。今日、大役
を仰せつかりまし
たけども、先輩や
ら顔見知りの人が
たくさん、釧路の
経済界のそうそう

たるメンバーがおりまして、話しづらくなったと思っ
ておりました。中島社長とは、私は釧路法人会、中島
社長は釧路青色申告会で知り合いになって、今回お話
することになったと思います。

私もはっきり言いまして歳は 80 です。80 になって

こんなことやっているのですから、どうしようもない

奴ですけども。なぜ、夢の杜ファームを立ち上げて「苺」
になったかというお話をさせていただきます。

きっかけは、阿寒のセイコーマート物流センターの真

なに苺がないのなら、苺をやってみようかとなって、
苺に取り掛かったのです。そんなことで「温泉を使え
るか」と話を進めていったら、信州大学の先生は「使
える」ということで、その先生と組もうと思ったら、
講師料が高くてやっていけないことになって、今のハ
ウスの形になりました。

この、苺のハウスを栽培するにあたって、あそこに建
てたハウスが幅 12ｍ、長さ 96ｍあるのです。背丈が
5.7ｍ、角パイプ構造で湿度管理・照度管理・ＣＯ２

管理・給水使用管理、全部がコンピューターで全自動
です。人間の手は掛からない。苺が求める状況になる
と機械が稼働して全部供給する形になっています。

そんなことで、苺栽培になってしまっていろんな経験
しております。もちろん、ド素人で建材屋ですから農
業のこと詳しいわけではありません。いろいろと力を
貸していただきました。

普通のビニールハウスは中に入ったら青空とか、太陽
は見えませんよね。このハウスは高強度特殊フィルム
といいまして、ガラスのように透明なのです。だから
雲の形まで綺麗に温室の中から見えます。温室の中で
太陽が強くなると遮光がかかったり、壁も自動で開い
たり、閉まったり、天窓も開いたり閉まったり苺の環

境に合わせて、行って作業していると “ガゴガゴ” “ゴ
トゴト” の音がしょっちゅうしています。苺に合わせ
て稼働しているハ
ウスなのです。こ
のハウスは北海道

で初めてなのです。
内地の方に行くと

100 棟くらいある
そうです。このシ

ステムが入っている所もありますが半自動なのです。
完全自動はうちが北海道で初めてということ。

皆さんご承知かどうか知りませんけども、苺は『一季
なり』、『四季なり』の 2 種類があるのです。四季な

りは基本的にケーキ用の苺で、うちの苺はケーキ用の
苺なのです。一季なりは生食用の苺。四季なりは、う
ちの温室であれば５月初めから 12 月初めまで苺が採

れます。一季なりは苗を植えても１カ月位しか使えな
いのです。その間で採ってその苗は終わりというのが





一季なりなのですね。そういうことで生食用だから甘

ちゃって。

ほど置くと甘いのです。皆さん、食べてみて「甘酸っ

と、良い値段で売れるかというと良い値段では売れな

い。だけど、この四季なりも熟れるまで置くと、ほど
ぱいのが好きだ」という人は喜ぶのです。「酸っぱい

のは嫌だ」と言って食べない人もおります。そういう
ことで基本的にはケーキ用の苺なのです。

『あまおう』と『とちおとめ』の苺を知っていますよね。
これが二大産業で、この『あまおう』も『とちおとめ』
も年商 250 臆円くらいで張り合っているのです。１

社でやっているのではないのですよ。
『あまおう』と『と
ちおとめ』の栽培をしたいと思ったら、栃木県であれ
ば１万円を払えば苗を買って苺栽培ができる。栃木県
以外でやると、１年間に５万円を払わないとその苗を
使って栽培することできないのです。そういうグルー
プ、皆が生産したものが年商 250 臆円くらいになっ

ているのが苺の状況なのです。私もいろいろ調べた結
果、基本的に苺の気温は釧路が一番合っているそうな
のです。それで釧
路で苺をやろうと

手を挙げたのです。
そんな中で温泉水

の 28 度を通したら
暖房がいらないか
ら冬も作れるので

はないかと考えたところ、「駄目ですよ。60 度位まで

沸かさないと使用できない」ということで温泉は諦め
てボーリングしっぱなしで、なげてありますけども。
そんなことで苺栽培に取り組んで苦労しております。
私も初めてなものですから阿部さんという施設長がい
るのですけども、伊達の佐藤ファームに１年間行って
研修してきたのです。私も行って何回か見てきたので
すが、そこは半自動なのです。ハウスが８棟あるが、
ハウスの大きさがうちのハウスに当てはめると３棟半
の大きさなのです。やはり、普通のビニールハウスで
すから青空が見えません。そこで研修を受けてきたの
ですが、形の違う状態で、佐藤ファームとシステムが

違うから状況が変わってしまって、いろいろと良い面・
悪い面があり、苦労しています。佐藤ファームで採れ
ていた時の苺から見ると糖度が高いこととメッチャ苺
が採れるのですよ、このシステムで。

もうひとつ分かったことは、環境がいいものですから
どんどん育つ。皆さん、苺を作っていたら気を付けて
もらいたいことは、こういう古い葉、根っこの葉をは
がして取るのですよ。それからランナーになって芽が
出てくるのでこれも外していく。そして、苺を採った
残りの芯も外していく。これをやらないと次の苺がで
きる状態を作ってあげられないのです。これをまめに
やればやるほど苺がどんどんできて、今年になって昨

日が初めてハウス 1 棟で最高の１日 200 ㎏が採れて、
７人で後片付けするのにパニックになるほどになっ

それでいて、それだけ足りない苺で、市場に出荷する
い。夢の杜ファームから給料もらっているわけではな
いですが、総合設備の亀岡社長と２人して汗びっしょ
りになってやらなかったら採算が合わない。僕は本当
は、苺に釧路が一番適しているというから、苺の産地
に参加する仲間にはハウスの指導をして、独立しても
らって、苺の仲間を５社くらい作ろうと思って取り掛
かったのです。釧路のブランドとして苺を出荷できれ
ばと思っていたのですがこれからの課題で、儲かるよ
うにしてあげないと「どなたでも参加してください」
と言えませんので、今はいろいろと苦労しているとこ
ろなのです。

考えたことは、釧路の雇用と経済を支える意味でも苺
の街を作りたいと思って始まったのです。最初から儲
かるとは考えていません。赤字覚悟だったのですが、
とにかく参加したいという人を呼び込んで、苺作りを
したいのが夢でした。今は売価を何とかしないと「参
加してください」という声掛けは難しいな。

元をただせば『赤い妖精』という苺の苗なのです。そ
れを釧路のブランド名として『ゆめいちご』という商
標登録を取ったのです。普通は『赤い妖精』というブ
ランド名を『ゆめいちご』に名前変えることはできな
いのです。『とちおとめ』や『あまおう』という苗は

名前を変えることはできない。それをやろうと思った
ら、その名前を引き継いでやらなきゃならない。この
苺の苗の社長はそんなに真剣に名前を大事にしていな

くて「好きなようにしなさい」と言うものだから、
『ゆ
めいちご』にしました。そんなことで今やっているの
ですが、とにかく釧路をなんとか苺の産地にしたいの
が夢なのです。

今日も市場の方といろいろ話をしました。「あまりメ

ンテに手をかけ過ぎるから、甘えちゃって、バカバカ
出来て苺が悪くなるのではないか」と。そう言われて
みればそうかもしれない。トマトは水をやらないで投
げておくと糖度が上がるとか、トマトなんて木を折っ
た方が良く成るというのです。すくすく育つので途中
から折り曲げた方がいいらしいのですよ。いじめた方
がいい味が出るというから、そう言われてみれば面倒
をかけ過ぎたかなと。

うちの温室はこのように綺麗に苺が 1ｍ5cm の所が棚
になって、６区の床に水や肥料を水耕で通して、そこ
に苺がこのようにぶら下がって成るのです。伊達に

行って佐藤ファームを見学してきたのですが、こんな
に綺麗ではないです。「長江さん、あまりに綺麗にし
すぎるからだ」と言われて、「ああ、そうか、それも
考えなきゃならんな」と。

それと「傷が付き過ぎているから痛みが来るのも早い」
と。傷対策も考えなきゃならんなと。このハウスは、





本来は 10 列のところを１列増やしたために、苺を入

これは CO2 の発生機です。苺の中にこういうホース

なと考えているのです。見たとおり、あのように成る

いるんですよ。そこから CO2 が出ることになってい

れて押して歩くと脇がぶつかるので、苺が傷つくのか
のです。昨日あたりはああいう状態で、採れてこんな
入れ物が 10ｍも行ったらいっぱいになってしまう。
200kg、相当な量ですから本当に大変でした。

もうひとつ大変なことは、市場には休みの日があるの
です。昨日、200kg 採れたのは、その前の日が市場

の休みだったのです。２日分を１日で採らなきゃなら
ない。本来は毎日採っていると 100kg で終わったの
だろうけど、１日休んだために 200kg になったとい

うこともあります。平均すると 50kg 前後。昨日はバ

カ採れして、異常な状態になって、市場の方が「あま
りにも綺麗にし過ぎたせいではないのか」と言われま
したから、今後考えながら抑えていきたいと思ってお
ります。

これは天窓が開いているのです。雲が見えています。
ガラスのように透明度が高くて見えているのです。こ
れは遮光カーテンといって太陽がキツイと遮光がか

かって、太陽光線を防ぐようになっているのです。壁
はカーテンが開いていくと虫よけのカーテン。細かい
虫でも入らないように、いろんな菌も入ると困ります
ので衛生管理をきちっとしないといけないわけです。
そんなことで大変な作業なのですが、本当に汗をかき
ながら大変な思いでやって、苦労しているのが今の状
況です。

これは蜂の巣の箱。苺の花には蜜がないのです。苺を
あそこに置いていても、蜜がないから嫌われて外に出
張に行ったりしているのです。この前は、花に蜜がな
いから蜜を箱に入れてなめさせているのです。本当は
蜂が喜んで花のまわりをクルクルと回ると良い苺が成
るのですが、それが十分できないためドライヤーの大
きいブロアーでガーッとかけて受粉させて歩くのと、
蜂に手伝ってもらっているのが、今の状況です。

暖房機も入っておりますが、暖房を入れると１カ月

25 万円くらい燃料費かかります。そんなに掛けたら、
冬に内地が四季なり苺を出しますから、内地の苺がど
んどん市場に流れてきますから、燃料費を掛けたら内

地に勝てないのですよ。そして、内地が夏に苺をと思っ
たらクーラーをかけなきゃならないので今度は北海道
の苺に勝てなくなる。そういう形で、住み分けになっ
て内地は冬に作り、北海道は夏に作る形に進んでいる
のです。

が、この白い花と縦の空間にビニールパイプが通って
て CO2 を与えないと良い環境ができないのです。

もうひとつの難問、この苺の両サイドにテープ貼るの
です。それに苺を垂れ下げていきます。苺の茎が長過
ぎて垂れ下がり過ぎると、苺の茎が折れるような、潰
れるようになると窒息して、苺が干からびて売り物に

ならないのです。苺の両サイドに通路がありますので、
両方にこうなっています。中に苺が倒れて成っている
場合があります。これは私くらいの背丈がやると苺を
採るには最適の高さ。女の人で背が低い方がいたら、
中にある苺が分からなくて採らないで腐る。腐ると病
気が発生するの
で剪定しながら
中の苺を見つけ
ては外に出すよ
うにして栽培し
ています。そん
なことでこうい

う苺がが今できるようになったのです。

私もできるだけ市場性に、採算の合うように、確立し
ていきたいと思っています。苺栽培に興味のある方は
ぜひ参加していただければと思っております。このハ
ウスメーカーのお話として「うちのハウスを４棟建て
れば採算が合う、人は５〜６人で足りる」と言われた
のです。ところが、こんなに採れたら 4 棟で 5 〜 6

人では人は全然足りません。佐藤ファームはうちのハ
ウスの 3.5 棟分の 8 棟をご夫婦と娘さんとパートさ

んとうちの阿部施設長が手伝いましたので５人で面倒
見ていたのです。そんなことでたくさんの人を使わな
くてもやっていける。でも今はなかなか人はおりませ
んので、そういう意味では良いのかと思っています。
時間もきましたので、この辺で打ち上げさせていただ
きます。皆さんに理解いただけたか、良い話であった
か、私にはなんとも言えません。もし、これ以上のこ
とがありましたら、お話などいつでもお伺いしますの
で、ハウスの見学もしたい方いましたらご案内したい
と思っております。私も用事のない限りは苺の栽培に

取り掛かっていますので、よろしくお願いいたします。
非常につたない話でございましたが最後までご清聴い
ただきましてどうもありがとうございました。

できるだけ 12 月に引っ張っていきたいなと思ってい

謝辞 舟木

なって、約 1.5 倍になったのです。苺がなくて、ケー

とうございました。

るのですが、去年のクリスマスは苺がなくて大変に

キ屋さんが苺の代替品で頼んだり、勘弁してもらった
りして、大変な大騒ぎになったのです。本当はクリス
マスに間に合うように作れればいいのですが、どの程
度引っ張れるかやってみようと思っています。

博会長

長江代表におかれましては、ご多忙の中、大変ありが
『ゆめいちご』の名が示すように釧路にまた新しい夢
のブランドが生まれると思うと本当に嬉しく思いま

す。また、長年にわたり釧路経済界に貢献され、昨日
は釧路市民貢献賞の受賞が決まり、誠におめでとうご





ざいます。

強く持ちました。

らに若くて感心いたしました。お話を聞き、いくつに

祈念いたします。

長江代表は現在 80 歳とお聞きしております。見るか

なっても夢を持ち続けることが青春なのだという感を

これからも夢を追い続けて立派な苺ができることをご
本日はどうもありがとうございました。

本日のニコニコ献金
■土橋

賢一君

まさか一面とは思っていませんでした。お騒がせしました。
今年度累計

108,000 円





