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例会日：水曜日12時30分／月末は夕刻例会

通算 1955回 【移動例会】 季の膳

平成30年7月25日
◎司会：石井 典男 副 SAA

◎点鐘：市川 富夫会長

末救世主よ」と風岡さんは言っていました。

会長の時間
市川

18時30分

今日の季の善は、ミシュラン★ではないお店です。白竹の子
は出ませんが、皆さんがどこかで白竹の子の、舌づつみがで

富夫 会長

きることを、願いながら終わりとさせて、頂きます。
御清聴有難うございました。

視点を変え、智慧を使えば、新しい業種が見つけられる。
国土の７５％が「山」で、森林資源に恵まれた日本である。
日本の林業は徐々に衰退

山では稼げないというイメージが

例会日
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定着している中、誰も目をつけなかった。山の新産業を見つ
け出した人が現れたのです。その名を風岡直宏さん「カブト
ムシビジネス」で、年間￥3800 万円を売り上げ、成功した

幹事報告
浅井

純次 幹事

若者である。一晩で 200~300 匹ものカブトムシやクワガタ
や、天然採取が難しいとされる、大ヒラクワガタも取ると言
う。
風岡さんが、カブトムシビジネスを始めたのは 24 歳の時。
当時ブームになっていたカブトムシを捕まえて販売したと
ころ。なんと一年間で 3800 万円を、売り上げてしまった。
夢だったフェラーリを購入し。ブームが去った今、カブトム
シビジネスでの、売り上げは 200 万円ほどだと言うが、今
は別の方法で二台目のフェラーリを所有できるほど稼いでい
る。
本人いわく「春ごろにバーンと稼ぐわけ・春の花火みてえな
やつよ」
それが竹の子ビジネスだと言っている。風味が良く、

地区事務所より

・西日本豪雨の復興支援として義捐金を募り、被災地区へ送金
（クラブ単位で送金して、地区から一括で被災地区へ
送る。）8/10 〆

・第 1 回Ｒ財団部門セミナー

8/25( 土 )13：30 ～国立女性教育会館 110 号

（要請者：補助金申請クラブのプロジェクト責任者
1 ～ 3 名）

立正大学ラグビー部後援会より

立正大学ラグビー部合宿激励ツアー及び激励会開催の案内
合宿ツアー

8/24( 金 ) 菅平高原ラグビー場

生でも食べられると言う " 白竹の子 " で稼ぎまくっている。
白竹の子は 100 本に一本程度しか生えないと言われ、ミシュ
ラン★のお店から毎日注文が入る。

￥5,000

激励会

9/4( 火 )18：00 ～八木橋 7 Ｆ特別食堂

こんな山の中で掘った竹の子が、東京の VIP の舌をうなら
せる。
「ドラマがあんじゃん？」と風岡さんは言っています。
風岡さんは年間三百日は山に入り。草刈りや古い竹を伐採し
て、肥料や環境整備を整えて。収穫量もあるが、より美味し
い竹の子を作るためにも工夫している。
そうした努力の結果

五本に一本の確率で白竹の子を生えさ

せることが出来るまでになった。
「この町で一番有名な農産物が、竹の子だったが、高齢化に

40 名先着順

￥5,000

8/20 〆

熊谷市コミニュティづくり市民協議会より
熊谷市・寄居町合同研修会開催案内

8/22( 水 )13：00 ～立正大学キャンパス

スポーツキューブ 2 Ｆ (20 名 7/31 〆 )

埼玉交響楽団より

サマーコンサート 2018

招待状

8/26( 日 )13：30 ～さくらめいと ( 太陽のホール ) 2 名まで

よってどんどん荒れていったそこに俺が登場したわけ。世紀
kumagaya-east-rc.com
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〈本日

8/1 のプログラム〉

理事会報告 / クラブフォーラム（RLI 方式）

来賓
須田

千香良 様

親睦・研修委員会
小川

智 委員長

誕生祝いについて
納涼移動例会について

誕生祝い
7 月生まれの皆様

草薙友光子会員、新井公二会員、中山康徳会員
石井公子さま、細川涼子さま、清水ナツエさま

ニコニコ BOX
細川

末廣 委員

市川会長・藤澤副会長・浅井幹事
本日は市川年度初の移動例会です。お酒はたっぷり用意して
ますので、楽しんで下さい。
市川富夫会長
皆さん今晩は、市川年度初めての移動例会です。皆さんのお耳
を拝借して、友人の須田千香良、チェロ演奏をお聞き下さい。
浅井純次幹事
須田様、本日はよろしくお願い致します。
ゴルフ同好会本日予定しておりましたコンペですが、命を優
先して中止といたしました。9 月頃には、企画いたします。
清水利夫会員
まず 1 句『ロータリアン 過去はどうあれ みな平等』
そんなわけで皆様、今夜も楽しく遣りましょう。
妻の誕生祝いありがとうございました。
小川 智会員
本日の夕刻例会を皆さんと楽しく過ごしたいと思います。宜
しくお願いします
吉田 繁会員
市川年度初回の夕刻例会ですね。皆さん今夜も宜しくお願い
します。
石井典男会員
7 月のパートナー誕生 有難うございました。
森田政男会員
季の膳の例会、楽しませて戴きます。
斎藤勝治会員
市川年度初の呑み会例会、ごちそうになります。
新井公二会員
ロータリーのＴシャツを着るのをたのしみにしています。
草薙友光子会員
お誕生日プレゼントをありがとうございました。
泰明小学校の制服よりもブランド力あるポロシャツを着させ
て頂きます。
角田 健会員・草薙友光子会員
枕言葉に「命にかかわる危険」と必ずつきますが、お身体を
ご自愛下さい。無駄な外出はしないで下さい。
野村泰豪会員
今日は少し涼しくなりました。ゴルフコンペは残念ながら中
止になりましたが私は今日プレーして参りました。涼しかっ
たので、1.5 Ｒ回りました。
決行すればコンペは可能でしたね。残念でした。
細川末廣会員
七夕の日すてきな盆栽の花が妻の誕生祝いで届きました。あ
りがとうございました。又、先日のうちわ祭りでは、献灯提
灯等 大変お世話になりました。
ニコニコ BOX

本日

累計

7.25

￥34,000

¥107,000

お誕生日おめでとうございます。

〈次回 8/22 のプログラム〉
会員卓話
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宮川 進会員

