
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

農業と地域活動 

上田青年会議所理事長 
(有)信州ファーム荻原代表取締役 荻原昌真様 

 本業が農業ですので、自

分で「農業と地域活動」と

いうテーマで、自己紹介的

なお話をさせていただきま

す。 東御の八重原にある

有限会社信州ファーム萩原

を経営しています。今社員

は 9 名、繁忙期にはさらに 5-6 人雇っています。

米麦大豆の生産が中心です。水田が 80ha で、大

小 500 枚ほど作っています。農地は東御市だけで

なく、隣接市町村から長野市や飯山市にもありま

す。米もコシヒカリやあきたこまちを中心に、ミ

ルキークイーン、信州リンゴ米など多品種を栽培

しています。15 年かけて拡大し、全量自分で販売

しています。畑を合わせると 120ha あり、内 25ha
を無農薬で作っています。スーパーなどから発注

を受けてから精米し、パッキングして発送できる、

無農薬をロットで揃えられる体制を取っています。 
 6 次産業化もやってみましたが、パンやお菓子

を作って売って利益を出すというのは苦手だと分

かって、止めることにしました。生産に特化して

面積を増やしています。アマゾンとかでの販売も

増えてきています。ネットは安物買いの客だけか 

と思っていましたが、良い物をこだわって探して

いる客層のあることがわかりました。 

 農業でも省力化に取り組んでいます。実はずっ

と工業系で、千曲高校から工科短大まで、ロボッ 

トや制御など工業系をやってきました。ラジコン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の草刈り機や産業用の 10 キロぐらい上げられる

ドローンとか、パディーウオッチという水田セン 

サーなども早期に導入して試しています。東京オ

リンピックの調達にも使われている世界規格のグ

ローバル GAP も 17 年に認証を取得しています。 

 父が農作業中に機械に巻き込まれ、左手を失っ

ても農業を諦めず、法人化に踏み切ったのが大き

かったと思います。自分は「あわよくば外で働こ

う」と思っていましたが、父が頑張っている姿を

見、言葉でも息子である僕に伝えてきたので、卒

業後すぐに農業を始めました。 

 4H クラブ(農業青年クラブ)という組織に入っ

て、地元の若手農家とも付き合い始めました。県

庁に提案に行ったりして、営農以外にも農業の組

織活動に面白さを感じていました。役員になって

会議などで全国に知り合いができ、わからないこ

とはどんどんチャレンジすればいいという考え方

になりました。同時に農業の規模拡大を進めまし

た。4H クラブでは全国の会長までやり「Agrizm」

という季刊雑誌まで作りました。毎号 400 冊自分

で買っていました。今は廃刊になりましたが、10

年経って、就農してきた人から「『Agrizm』を読ん

で農業に入ったのですよ」という話を聞くと嬉し

いです。 

 海外で食べて欲しいなら、現地生産して現地販

売すべきと考えて、インドネシアでお米を作って

いましたが、失敗して戻ってきました。外で生産

すればするほど、地元にいられず、荒んでくるん

です。その頃青年会議所と出会い、外と中のバラ

ンスを取る様になったのが、この 5 年間です。ま

ずは一次産業の生産で食って行こう。その中で青

年会議所も農業青年としての活動も重要です。そ

れらをやりながら、仕事を成功させたい、という

のが今の目標です。 
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MY ROTARY に登録しましょう！ 

会長 宮澤 広一君 
 先週は休日の翌週だったので例会は

お休みでしたので二週間ぶりの例会で

す。季節もすっかり秋終盤になってきて、

日の短さに驚かされます。朝 5 時はまだ真っ暗です。

夕方 5 時も真っ暗です。先日半年ぶりにゴルフに行

ったのですが、10 時ごろにスタートして、最終ホー

ルはもう暗くて気持ちよくプレーできないような状

況で、二組同時プレーとなってしまいました。秋の

夜長は本来なら読書でも楽しむところですが、貧乏

性の私はついつい仕事をしてしまいます。 
さて、話題を変えまして、このところ、古川ガバ

ナーとお会いする機会が多かったように思います。

クラブへの公式訪問や地区大会、そして一昨日の上

田ロータリークラブの 60 周年記念式典など二週間

おきにお会いしているような気がします。そのたび

に古川ガバナーからお願いされることが 1 つありま

す。それは、マイロータリーへの登録です。今年度

は当クラブから松澤さんにガバナー補佐として出向

していただいています。やはり、我々も、マイロー

タリーへの登録を進めるべきだと思います。会員ナ

ンバーと入会年月日が必要ですが登録は簡単です。

皆様のご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 
 
 幹事 北村 久文君 

１． RI より 

 ・財団室ニュース 11 月号 

 ・「ロータリー財団月間」リソースのご案内 

 ・日台ロータリー親善会議のご案内 

２． 地区事務所より 

 ・地区大会御礼 

 ・月信 11 月号遅延のお知らせ 

３． AMU より 

 ・学習部会のご案内 

 ・社会福祉大会のご案内 

４. 『君に届け in うえだ』より 

 ・活動報告と御礼と感謝状 

恵送 

１． 東御 RC・桐生赤城様・・・会報 

全会員配布物 

１. 当クラブ会報 1039 号 

２．ロータリーの友 11 月号 

３. 飯島伴典君より・・講演会のご案内 

４. 家族忘年夜間例会のご案内 

 

 

 
          吉田 穣君 

 ベース 欠席 メイク 出 席 率 
本 日  26 0 0 100％ 
前々回 25 4 1 88.00％ 
肥田野秀知君 飯島 俊勝君 笠原 一洋君 
柄澤  堯君 北村 久文君 小嶋 修一君 
松澤 一志君 宮澤 広一君 宮原 宏一君 
水野 泰雄君 中澤 信敏君 杉山  裕君 
田中 栄一君 西澤 尚夫君 西澤 文登君 
生川 秀樹君 斉藤惠理子君 山崎 芳雄君 
横沢  正君 吉田  穣君 清水 一典君 
飯島 伴典君 合原 亮一君 湯原  剛君 
齊藤  仁君   

 

 
□司  会    渡邉 章貴君 

□開会点鐘    宮澤 広一君 

□斉  唱  国歌  奉仕の理想 

□ゲスト 

 上田青年会議所 理事長 荻原 昌真様 

□ラッキー賞 多くのご提供ありがとうこざいました。 

 提供者 山崎芳雄君、西澤尚夫君、清水一典君 

     斉藤惠理子君、中澤信敏君 

 当選者 北村久文君、田中栄一君、渡邉章貴君 

     水野泰雄君、飯島俊勝君、笠原一洋君 

    肥田野秀知君、宮澤広一君、合原亮一君 

□慶  祝 

 皆 出 席 松澤一志君  小嶋修一君 

 結婚記念祝 笠原一洋君 柄澤堯君 山崎芳雄君  

      吉田 穣君 渡邉章貴君 松澤一志君  

□在籍 30 年表彰  笠原一洋君  

 

□委員会報告  

・会長より 指名委員会委嘱について 

 ・社会奉仕委員会 『ダメゼッタイ』ご協力依頼 

 ・R 財団委員会  『贈呈式』のお知らせ 

・広報情報委員会 『健幸まつり』活動報告 
 
11/3  
上田市健康プラザで開催された

「健幸まつり」で広報活動

を行いました。 
 
11/10 
上田 RC 創立 60 周年 
式典に松澤ガバナー補佐、 
宮澤会長がお招きいただきました。 


