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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

日中はまだ暑い日が続きますが、朝晩はだいぶ涼

しくなり過ごし易くなってきました。 

ちょうど新米が出始める時期でもありますので、本

日はお米についてお話ししようと思います。 

お米は現在大きく分けてジャポニカ米、インディカ

米、ジャバニカ米の 3種類があります。 

ジャポニカ米は世界生産量の 2 割で、温暖で適度

に雨が降る地域で栽培され、日本ではほとんどがジ

ャポニカ米です。さらにジャポニカ米はうるち米ともち

米に分けられます。 

インディカ米は世界生産量の 8 割を占めます。日

本ではタイ米とも呼ばれています。高温多湿な地域

で栽培されます。1993 年の平成の米騒動で緊急輸

入されたのもこのインディカ米でした。そしてジャバニ

カ米は前の 2 種類の中間の特徴があり、亜熱帯域で

栽培されています。 

うるち米ともち米の違いはでんぷんの構成にありま
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す。米に含まれるのはアミロースとアミロペクチンとい

う 2 種類のでんぷんですが、アミロペクチンには調理

時に粘性を生じるという特徴がありますので、アミロペ

クチンが多く含まれていた方がもちもちとした食感に

なります。うるち米はアミロース：アミロペクチンが 2：8

なのに対し、もち米はアミロペクチンのみで構成され

ています。ちなみに酒米はうるち米です。 

品種ごとの作付面積ランキングは以下の通りです。 

 

◆作付面積ランキング 

1位 コシヒカリ 33.7% 

2位 ひとめぼれ 9.1% 

3位 ヒノヒカリ 8.3% 

4位 あきたこまち 6.8% 

世界に目を向けてみます。世界の 3 大穀物は米、

小麦、トウモロコシと言われていますが、それぞれの

世界における生産量は 4.8億トン、小麦は 7.4億トン、

とうもろこしは 10.3億トンとなっています。小麦の生産

量に対する輸出割合は 22％、とうもろこしは 17％に

対し、米は 5％にとどまっています。米は生産されたと

ころで消費される割合が多い穀物となっています。 

 

◆生産量・消費量ランキング          （単位：千トン） 

 生産量 消費量 

1位 中国 144,500 中国 147,500 

2位 インド 104,800 インド 98,097 

3位 イ ン ド ネ

シア 

35,760 イ ン ド ネ

シア 

38,500 

4位 バングラ

デシュ 

34,500 バングラ

デシュ 

35,200 

5位 ベトナム 28,074 ベトナム 22,100 

6位 タイ 18,750 フィリピン 13,200 

7位 ミャンマー 12,600 タイ 11,700 

8位 フィリピン 11,915 ミャンマー 10,550 

9位 ブラジル 8,465 日本 7,966 

10位 日本 7,816 ブラジル 7,900 

おいしいお米が食べたいなら京都の祇園にある八

代目儀兵衛というお店がお勧めです。私も行ったこと

がありますが、大変美味しいお米を頂くことができまし

た。京都に行くのが遠い場合は、最近銀座にも店舗

ができたそうなのでそちらに行ってみてはいかがでし

ょうか。 

天高く馬肥ゆる秋ですが、あまり体重が増えないよ

うに注意したいと思います。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・地区より、青森県大雨災害義援金のお礼通知をい

ただきました。 

・越谷東 RC 大野祐肇会員より、越谷サンシティにて

行われるLAST FIRSTさんのコンサートチケットを

頂戴しました。10/22（土）13:30からと17:30からの

2 回公演でそれぞれ 6 枚ずつございます。5,000

円相当のプラチナチケットですので、ご希望の方

はお早めに幹事までお申し出ください。 

 

委員会報告 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

11/9(水)にポリオ根絶チャリティゴルフコンペを開

催いたします。 

本日ご案内いたしますのでご参加をお待ちしてお

ります。 
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外部卓話 

 

Phar – Net 株式会社 

代表取締役社長 中陳 裕紀 様 

「新型コロナウイルス感染症対策の基本方針をもう一

度理解する」 

 医療従事者の中陳先生より新型コロナウイルスにつ

いて最新の情報やデータから卓話を頂きました。 
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 スライドを中心に、TV放映された動画も活用してお

話して頂けました。 

 

 改めて新型コロナウイルスの状況や感染症対策を

知ることができました。中陳様、大変勉強になる卓話

をありがとうございました。 

 

  

・Phar-Net 株式会社中陳様、本日卓話よろしくお願

い致します。 

大島 直幸 

・中陳様、本日は卓話よろしくお願い致します。 

江口 公晴 

・中陳様、本日卓話よろしくお願いします。  

青木 清 

・本日宜しくお願い致します。 

松井 昭夫 大塚 具視 大濱 裕広 

・お客様ようこそ。 

須賀 篤史 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          27名 

出席率          77.1 % 

 

 

 

外部卓話者の紹介を新沼会員が行いました。 

 

 

ロータリーソングは「手に手つないで」でした。 
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