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 会長挨拶 会　長　吉野　聖一

NO.13

　皆さん、こんにちは。24日（火）の4ＲＣの合同例会と
今日で今週は2回目の例会になりますが、10月は計画通
りではありましたが変則的な日程となり、わかりにくくて恐
縮です。
　本日は一般財団法人アグリオープンイノベーション機
構 専務理事兼事務局長 岩城徹雄様に卓話をいただき
ます。新しい取り組みとして、私も賛同し会員になってお
ります。場所は皆様ご存知の東海大学跡地で沼津でも最
高に眺望のよいところで先端農業へチャレンジする夢の
ある楽しい話なので楽しみにしてください。
　最先端の話といえばＩｏＴや人工知能の話題はつきま
せんが、最近米アマゾン・ドットコムが第二本社の建設
地を公募し今月の19日で締め切ったところ応募した都市
が238件あったそうです。その中にはＲ国際大会が開催
されるカナダのトロントも手を挙げているようです。現在、
ワシントン州のシアトルに本社がありますが、第二本社
は50億ドル（5,600億円）5万人規模の雇用が生まれる
見通しのようです。条件は①人口100万人以上②高速道
路、空港から近く、公共交通機関に簡単にアクセスでき
る③テクノロジー関連の人材がいつきたくなるような都市
部あるいは郊外の環境④ビジネス・フレンドリーで、不
動産利用について「ビッグ、かつクリエイティブに」考えら
れるようなコミュニティであること、とのことです。来年Ｒ
国際大会が開催されるトロントはトロント大学がありテク
ノロジーに強いようです。沼津もアグリオープンイノベー
ション機構の研究が発展し地元の大学をつくることで知
識と知恵の蓄積ができるきっかけになると思いますし、不
動産利用について「ビッグ、かつクリエイティブに」考えて
せめて南北の自由通路を今すぐに作ってほしいものです。

ゲスト 	岩城　徹雄様（一般財団法人アグリオー
プンイノベーション機構専務理事）

他ＲＣ出席 	能見君（10.26沼津西）

欠席者（6名）
服部君、石川（秀）君、金子君、
髙地君、三好君、勝呂君
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11月10日（金）
　会員リレートーク

会員誕生日　長橋　秀行君
結婚記念日　三好　勝晴君

11月17日（金）
　地区大会報告
	 副会長・幹事

オープンイノベーションで
未来の農業・産業振興を導く
　（一財）アグリオープンイノベーション
	 機構　専務理事　岩城　徹雄様

卓話 

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…11/14（火）は11/5（日）
	 サイエンスプロジェクト
　　　　　　　12/19（火）夜間例会 クリスマス会
　沼　津　西…11/23（木・祝）は祝日休会
　沼津柿田川…11/27（月）は11/23（木・祝）
	 グラウンドゴルフ大会
２ ．Ｒ米山記念奨学会ご寄付のお願い
３ ．11/12（日）焼津地区大会バスのご案内
４ ．2018/3/1（木）第6回日台ロータリー親善会

議のご案内
５ ．米山梅吉記念館賛助会費（44名×3,000円＝

132,000円）送金	ご協力ありがとうございました
６ ．11月のロータリーレート　1ドル＝114円

10月合計　10,000円
北澤君…本日の卓話、アオイパーク岩城様、よろし
くお願いします。
向坂君…前回合同例会欠席してしまいました。体調
不良で休みました。
吉野君…ＡＯＩ−ＰＡＲＣ岩城様、本日の卓話あり
がとうございます。よろしくお願いします。ＥＮＤ ＰＯ
ＬＩＯ最終日です。重ねてお願いします。

指 名 委 員 会
	 指名委員長　　森藤　恵二

次年度理事及び次々年度会長候補者の指名
クラブ細則第3条第4節第3項により、本節第2
項で決定した候補者を発表します。

〈次年度理事候補者〉
渡邉雅昭君・山口和一君・森藤恵二君
吉野聖一君・細澤哲哉君・東　宗徳君
野際宏行君・實石　学君・清　マキ君

大村愛美君

〈次々年度会長候補者〉
東　　宗徳君

　静岡県では、ＩＣＴや最先端の科学技術を活用
し農業の生産性向上（低コスト化、収量向上、機能
性向上、高付加価値化など）を図るとともに、農業
を軸とした関連産業のビジネス展開を促進する先
端農業プロジェクト「ＡＯＩプロジェクト」を推進して
いる。今年8月に沼津市の東海大跡地に中核拠点
「静岡県農業技術産学官連携研究センター（ＡＯＩ−
ＰＡＲＣ（アオイパーク））」を開設した。
　ＡＯＩ−ＰＡＲＣ内には中核研究機関として、静岡
県農林技術研究所、慶應義塾大学、理化学研究
所が入居し、ＩＣＴや光技術を活用した革新的な
農作物の栽培法の研究開発に取り組む。光、温度、
湿度、二酸化炭素濃度等の栽培環境を約30万通
り再現できる「次世代栽培実験装置」や、環境条件
と作物の生育や機能性の関係を解明することを目的
とした計測・分析機器、遺伝子解析などができる最
先端機器を備えている。また、民間企業も入居し、
栽培・加工技術などの研究を行い、新たなビジネ
ス展開を目指す。施設内の研究設備、機器は、入居
企業も中核研究機関との共同研究により利用できる。
　また、農業の生産現場において、匠の技をもつ
農家の暗黙知となっている長年の経験で培った知
識や技術をＩＣＴで形式知化し、新規就農者に学
んでもらう研究開発も進んでいる。
　一方、ＡＯＩ−ＰＡＲＣでの研究開発成果を外部
の研究機関や企業とビジネスマッチング等でつなげ、
民間事業者のビジネス展開を支援するのが、一般
財団法人アグリオープンイノベーション（ＡＯＩ）機

構である。機構には、企業のマッチング経験が豊
かな人材や農業技術に精通した人材をコーディ
ネーターとして配置し、スムーズな事業化をサポー
トする体制を整える。
　ＡＯＩ−ＰＡＲＣでの研究成果などをもとに、農業・
食・健康の分野での産学官や金融機関とのマッチ
ングの場として、会員組織の「ＡＯＩフォーラム」を
立ち上げ、農業の技術革新の普及を図るとともに、
新産業の育成を狙う。ＡＯＩ機構が運営するＡＯＩ
フォーラムにより、安全・安心、高機能な農産物や
関連製品が生まれれば、その流通を通じて“健康長
寿県”という本県の強みも一層高まり、地域のさらな
る発展に貢献できる。
　様々な分野の企業や農業生産者の皆様がニーズ
やシーズを共有し、それをオープンイノベーション
により事業化、ビジネス化するために、ぜひＡＯＩ
フォーラムに参画し、成長につなげていただければ
幸いである。

◆第5回定例理事会
　2017.10.27（金）13:35〜　出席者15名

【報告事項】
１	．エンドポリオ寄付送金
⇒9/23サントムーン街頭募金活動　22,594円
　募金総額90,376円を4ＲＣで均等割り
　柿田川ＲＣ様が4ＲＣまとめて送金済み
⇒9/29、10/6、10/27例会での募金　21,933円
２	．静岡第2グループ運営規約（案）の件

【議事】
１ ．11月例会プログラムの件　承認

11月10日 会員リレートーク

11月17日 地区大会報告	 副会長、幹事

11月24日 祝日休会

12月1日 年次総会　団欒例会

２ ．12/22（金）忘年家族会の件　承認
３ ．「千本をよくする会」道具置場許可申請の件
 　承認
４ ．事務局コピー機の件 コニカミノルタ製リース
 　承認
５ ．会員増強の情報提供依頼

理事会だより
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