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●例会日 毎週金曜日 １２：３０～１３：３０ ●会 長 鍋島 勝雄 

●例会場 高山市花里町 3-33-3 TEL 34-3988 ●幹 事 中村 良平 

     大垣共立銀行 高山支店 ４Ｆ ●会報委員長  米澤 久二 

                              

     地 域 を 育 み 大 陸 を つ な ぐ  

「二月の湖西」  蜘手 康介 

会報委員会 

＜会長の時間＞ 

本日の新聞に第一生命が公募

した「サラリーマン川柳第24回」

が載っていました。多くの方が

見られ世相を反映している事に

気付かれたと思います。 

歴代の第一位作品を見てその時代が判ってきます。 

  第５回  まだ寝てる 帰ってみれば もう寝てる 

  第10回 「早くやれ」 そう言うことは 早く言え 

  第15回 デジカメの エサはなんだと 孫に聞く 

  第20回 脳年齢 年金すでに もらえます 

  第21回 「空気読め」 それより部下の 気持ち読め 

  第23回 仕分け人 妻に比べりゃ まだ甘い 

今年の作品を少し紹介させていただきます。 

ボーナスは メガネかけても 飛び出さず   ３D頼り夫 

父さんの 機密費すでに 底をつく      てる坊 

指舐めて ページをめくる アイパッド    化石パパ 

クレームも 社員じゃわからん パート出せ  サラセン小町 

そびえ立つ 妻は我が家の スカイツリー   やなぎびと 

最近は ケータイ無いと 字が書けず     生徒会長 

初孫の 笑顔にまたも 拝観料        聖聖(せいせい) 

何になる 子供の答えは 正社員       氷河期 

うちの父 ジョギングしながら 医者に行く  フラッグ 

エコとケチ 主役で変わる その呼び名    セコの達人 

人員が 「ととのいました」と 解雇され   エビ坊 

おれだって 束ねてみたい 髪と部下     老婆の休日 

子育てが やっと終わって 次は親      孝行息子 

夢託し 子供に遼と 名前付け        ニャン太 

マイホーム 持ったがないぞ マイルーム   夢追い人 

我が家でも 影の総理が 幅利かす      湘南鳶 

久しぶり 名が出ないまま じゃあまたね   シーゲ 

相撲にも この技無いよね 丸投げは     美瑠句堂 

１００選ある内の数例を紹介いたしましたが自分に当てはまる句が

まだまだあります、最後に 

命かけ 税金払う 喫煙者          独楽 

非常に身を包まれる言葉です。 

今から回覧を致しますので自分の気に入った一句を選んで投票さ 

れては如何ですか？投票〆切は２０１１年３月１６日です。  

＜幹事報告＞ 

◎ＲＩ本部より 

・｢ロータリーリーダー｣ 

1月号 

◎ＲＩ日本事務局より 

 ・３月のロータリーレートについて １ドル ８４円（現行どおり）

◎ガバナーエレクトより 

・2010年会長エレクト研修セミナー開催のご通知 

日 時   3月19日(土)    登録受付10:00  点鐘 10:30 

 終了16:30 

  場 所   四日市都ホテル 

◎下呂ロータリークラブより 

・創立５０周年記念式典へのご参加のお願い 

日  時   ３月１３日(日)    受付開始10:30  点鐘 11:00 

   祝賀会終了14:00 

  場  所   ホテルパストール  下呂市森１７８１ 

参加要請   会長・幹事 

◎関中央ロータリークラブより 

・例会場変更のお知らせ 

  新  例  会  場   関観光ホテル    

〒501-3264  岐阜県関市池尻９１－２ 

             TEL 0575-22-1166  FAX 0575-24-3068 

  例会曜日･時間      木曜日  １８：３０～１９：３０   

期       日      ４月第１例会より 

◎光記念館より 

・特別展のご案内および招待券・優待券  

「あなたはゴッホ？それとも写楽？ 

～モネ、ゴッホ、コロー、ルオー、歌麿、写楽～」 

期日  ２月２６日(土)～５月２２日(日) 

＜例会変更＞ 

高  山 … 3月 3日 (木) は、職場訪問例会のため、 

高山市学校給食センター に変更 

3月24日 (木) は、定款第6条第1節により 休会 

4月14日 (木) は、定款第6条第1節により 休会 

高山中央 … 3月21日(月)は、法定休日(春分の日)のため、休会 

＜受贈誌＞ 

   伊勢南ＲＣ( ｢Voice of Ise Toba Shima｣)  
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＜出席報告＞ 

区分 出席 Make-Up 出席者数 会員数 出席率 

前々回 39名 5名 44名 44名 100.00% 

本日 38名 － 38名 44名 86.36% 

 

＜本日のプログラム＞ 会報委員会 

会報委員長 米澤 久二 

本日の講師、中丸輝彦氏

の略歴をご紹介します。

岩手大学農学部獣医学科

卒業。元岐阜県知事公室

技術参事兼肉用牛試験場

長（現畜産研究所）。岐阜

県畜産協会を経て、平成 19 年中丸畜産技術士事務所を開設。

現在、日本畜産技術士会副会長、岐阜大学応用生物科学部及

びＪＡ岐阜厚生連看護専門学校非常勤講師、農水省中央畜産

技術研修所講師。高山市民生児童委員、（社）高山社会福祉会

理事、（社）清徳会監事。医学博士、獣医師、技術士。 

今日は飛騨牛の発展に尽くされたこれまでの取り組みなど

についてお話いただきます。 

 

「安福」そして飛騨牛             

中丸畜産技術士事務所・元岐阜県肉用牛試験場 中丸 輝彦 様  

 従来から全国の農山村に定着した家畜として地味な存在で

あった和牛が、最近とみに脚光を浴びているのはなぜでしょ

うか。それは何と言っても和牛の特質である肉質の素晴らし

さによるものであり、中でも飛騨牛は格別の美味しさを持ち

続けています。グルメ風潮の時代にあって全国各地の名産、

銘品が紹介されますが、伝統的産地の銘柄牛の存在は、産業

振興の面からも観光振興の面からも重要な役割を担っていま

す。この銘柄牛を受け継ぐには、選抜された血統とその素質

を十分に生かす飼育技術が不可欠ですが、幸い飛騨地域には

代々受け継がれて来た優れた血統と飼育の技があり、さらに

「安福」の登場によって銘柄飛騨牛として華が開いたと言え

ます。 

１． 和牛の品種 

 和牛とは正確には黒毛（くろげ）和種、褐毛（あかげ）和

種、日本短角種の３品種をもって言いますが、中でも黒毛和

種は全国的に多く分布し、肉質が優れて世界でも最高級の肉

用種とされています。褐毛和種、日本短角種は地方特定品種

として前者は主に熊本県で、後者は岩手県、青森県で飼育さ

れ、放牧に適し赤肉生産に向いています。 

 子牛は１年に１度生まれますが、雌牛は満２歳で母牛にな

り、雄牛は途中で去勢しておおよそ２歳半で肉牛となりこれ

が銘柄飛騨牛の主力となっています。 

２． 飛騨牛改良の歴史 

 昭和３０年代、当時の県種畜場で兵庫の但馬系によって始

まり、これが肉質の良さを受け継ぐ原点になっています。４

０年代には全国的に小さな体型を改良する機運となり岡山系

を導入、５０年代には本格的な改良事業に着手、肉質改善の

ために兵庫の茂金系に加え、肉質で定評のある中土井系の「安

福」を補完しました。このことは先達が築いてきた系統との

相性が極めて良く、肉質の素晴らしさが全国的に評価され、

飛騨牛の銘柄化が一気に推進されることになりました。その

後新たな育種計画の元で安福２代目、３代目の優秀な種雄牛

が誕生し、現在につながっています。とくに平成１４年に飛

騨で行われた和牛オリンピックと言われる第 8 回全国和牛能

力共進会では、内閣総理大臣賞を受賞するまでになりました。

この催しには全国から約 30万人が訪れ、来場者は地域の皆さ

んのもてなしで飛騨の良さを満喫、今でも語り草になってお

りますが、因みに地域への経済効果は 87億円とされています。 

３．「飛騨牛」とは 

 昭和 63年に発足した飛騨牛銘柄推進協議会（会長大池裕全

農岐阜会長）の定義では「岐阜県内で１４ヵ月以上肥育され

た黒毛和種で、日本食肉格付協会の枝肉格付けで肉質等級５

等級（最上級品）、４等級（上級品）、３等級（標準品）のも

の」としています。飛騨牛の特色は肉色が鮮やかでキメが細

かく、品質の良い脂質が適度に霜降り状に入り、豊潤な味わ

いがあることがあげられます。県下で年間約１万１千頭が飛

騨牛として認定されていますが、このうち最上級の５等級の

割合は約 40％で全国平均の２倍であり、品質の良さが分かり

ます。全国共進会に合わせて新築した飛騨食肉センター（Ｊ

Ａひだミート）の設備は全国トップレベルであり、食品マネ

ジメントシステム ISO22000 を全国に先駆けて認証取得する
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など徹底した衛生管理がなされ、飛騨牛の高品質にこの管理

が相俟って高く評価され、枝肉価格は中央市場である東京市

場より常に高い価格で推移しています。 

４． さらなる改良を目指して 

 育種改良は日進月歩で進んでいます。種畜場は県畜産研究

所へと発展し若手研究員が活発に活動しています。全国を代

表する優秀な種雄牛群を備え、最近では従来からの手法に加

えて、体外受精等の新しい生殖医療技術、美味しさの客観的

評価法、ＤＮＡ解析による遺伝子探索など飛騨牛の美味しさ

向上へのプロジェクトが始まっています。牛肉の風味には多

くの脂肪酸が影響しますが、中でも健康食品として関心の高

いオリーブ油に多く含まれるオレイン酸は特に和牛に多く、

肉の柔らかさ、味との関連性が強く注目されています。遺伝

子の解析によって、種雄牛毎に差異のあることも分かってき

ており、現場での測定機器の開発など多方面からの研究が進

んでいます。 

５． 地域に愛される飛騨牛 

 銘柄産品はその地域で愛され利用されることが一番重要で

あることは言うまでもありません。ＪＡひだミートでは毎年、

食肉安全市民フォーラムを開催し、皆さんに飛騨牛弁当を味

わってもらいながら食肉への理解を深め、また市内の中学校、

高校の社会科見学コースとして食肉講座を行うなど各機関と

共に地域との連携を広げています。また、飛騨路の観光も散

策型から食体験型への傾向がみられますが、「飛騨へ行って飛

騨牛を」は最近のトレンデｲともなっている様です。一般家庭

はもとより居酒屋から旅館・ホテルに至るまで、多くの場所

で飛騨牛を愛し、利用してもらうことは、ひいては地場産業

の振興にもつながって意義深いことと思っております。この

ことはここ数年、地域内における販売が大きく伸びているこ

とからも伺えますし、さらに海外への進出も始まっており、

飛騨牛生産が地域に密着した産業として益々発展して行くこ

とを期待して止みません。 

 

 

 

＜ニコニコボックス＞ 

●鍋島 勝雄さん 

中丸様には、お忙しい中ご臨席いただきましてありがとうご 

ざいます。ご講話よろしくお願いいたします。 

●中村 良平さん 

中丸輝彦様、ようこそお越し下さいました。ご講話よろしく

お願いします。 

●米澤 久二さん、田中 正躬さん 

飛騨牛の発展に尽力された中丸さんのお話を楽しみにしてお

ります。本日はよろしくお願いします。 

 

●阪下 六代さん 

中丸輝彦様のご来会を歓迎申し上げます。卓話が大変楽しみ

です。 

●内田 幸洋さん 

20日(日)から沖縄に行って来ます。恒例のヤクルトスワロー

ズの応援です。今年は日ハムの佑ちゃんに話題をさらわれて

いるようです。 

●折茂 謙一さん 

先日はプレゼント有難うございます。今まで悪運・幸運取り

混ぜて経験しましたが全てに感謝しています。 

●村瀬 勝彦さん 

早退します。 

 

 

 

  

先月のニコニコ大賞 

          垣内 秀文さん  １／２１投函分 

1/18家内の誕生日にお祝いの花束を頂きありがとうご 

ざいました。毎回言われていますが｢ロータリーさんは 

本当に気が利くとこね｣とまるでイヤミにも聞こえる 

きつい一言、いつも冷や汗をかかされます。でもその 

日の朝、大学に行っているはずの娘から家内へメール 

が。｢私の枕の下を見て｣との事。早速見てみると手紙 

と共にプレゼントが。手紙には｢お父さんといつまでも 

仲良くネ｣と、とんだサプライズに朝から目を潤ませて 

いました。8月の私の誕生日も期待せず待っていよう 

と思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＊期待している事、娘さんに伝えて楽しみに待って 

いて下さい     
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