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（ 9月8日）

月 間 テ ー マ（ 9月 ）

基本的教育と識字率向上月間

会長挨拶
会長

村橋 義晃

2016年9月15日
第1122回（本年度 第10回）例会
本日のプログラム
♬SONG 「ロータリー賛歌」
:
■臨時総会（事業・決算報告）
※次週、
9月22日
（木）
の例会は休会日です。
お間違えの無いようにお願い致します。

次回 9/29 のお知らせ
■移動例会
陽松庵 座禅体験
11：00 現地集合

8月25日に開催しましたクラブ戦略計画委員会の議事内容について、
お話しさせて頂きます。
地区でも戦略計画委員会が活動をしています、活動の基本的な考え
方は地区もクラブも同様であり、地区においては、将来に向け中長期
的な視点に立って継続的な方針や目標等を共有する為に3〜4年度
に亘るガバナー、顧問、
アドバイザー等にて構成されており、委員会
発足から高島会員が委員長を務められています。
クラブでも同様に直前会長から会長ノミニーまでの4年度の会長と顧
問の早瀬会員、
アドバイザーの高島会員に加わって頂き、委員会が
構成されています。
複数年度の会長が方針や目標を共有する事によって、
クラブの活動

方針が継続性をもって運営していくことが最も重要
な考え方です。
この委員会にて立案され理事会、及び、臨時総会に
て承認された
「大阪中之島基金」について、本日の理
事会にて採決を得て、改めて会員の皆様に拠出のお
願いをさせて頂きます。
将来、
クラブに求められる姿に近づけていく為に必要
なことについても協議した要旨を議事録に記載して
おります。
ご一読をお願い致します。
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ニコニコBOX

村橋：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
嶽下：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
井戸本：藤本さん、卓話頑張って下さい。
杉村：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
よろしく
お願いします。
西田：藤本さんの卓話、楽しみにしています。ニコニコ
辻（一）
：クリスマス会の打ち合わせをしました。皆さ
ん楽しいパーティーにしましょう。

幹事報告 (9/8)
2016-17年度第1121回（第9回例会）
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幹事 杉村 雅之

ホームクラブ例会プログラムの報告です。
■9月8日
（木）
藤本会員の卓話です。
（安達会員の卓話の変更）
宜しくお願い致します。

吉田：ニコニコ
高島：お天気回復してほしいです。
藤本さんの卓話、楽しみにしています。
金森：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
小林：連日の例会、少々疲れ気味ですが・・・

同日、第4回10月度理事会を開催致します。
理事・役員の皆様、出席のご予定をお願い致します。

下岡：ニコニコ

理事会後、指名委員会を開催致します。

村上：藤本さん、卓話楽しみです。ニコニコ

■9月15日
（木）
臨時総会を開催致します。
檜皮直前幹事、永井前年度会計、下岡前年度会計
監査担当、前年度の事業報告及び決算報告を宜し
くお願い致します。
■9月22日
（木）
祝日の為、休会です。
■9月29日
（木）
移動例会です。
例会場：陽松庵（ようしょうあん）
所在地：池田市吉田179
集合時間：11：00

辻（義）
：ニコニコ
檜皮：藤本さんの卓話、楽しみにしています。お勉強
させていただきます。
木村（眞）
：ニコニコ
木村（佳）
：ニコニコ
満村：ニコニコ
戸田：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
坂本：藤本さんの卓話、楽しみにしています。
梅原：藤本さんの卓話、頑張って下さい。
藤本：本日卓話担当します。
よろしくお願いします。
米倉：藤本さんの卓話、楽しみにしています。

本日合計 : ￥47,000

■10月6日
（木）
米山奨学担当卓話です。
北村米山奨学担当宜しくお願い致します。
地区委員会、
その他の報告です。
■三世代クラブ合同奉仕事業
日時：10月15日
（土）
■第1回クラブ社会奉仕委員長会議
日時：9月17日
（土） 14：00〜
会場：薬業年金会館
辻 義光社会・青少年委員長、
ご出席の予定をお願
いいたします。
■地区決議会
日時：9月24日
（土） 10：00〜
会場：薬業年金会館
村橋会長・杉村幹事が出席いたします。
■クラブ青少年奉仕ロータアクト正副委員長会議
日時：9月24日
（土） 14：00〜
会場：薬業年金会館
杉村幹事が出席いたします。

累

計 : ￥574,000

●出席報告
会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

32名
7名
1名
27名
4名

出席率
8月18日の修正出席率

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

0名
0名
0名
0名

87.09 %
96.77 %

●メイクアップ
安達 昌弘
高島 凱夫
栗山 博道
坂本 恵
嶽下 勇治

8月 4日
8 月20日
8月 4日
8月 4日
8月 4日

ガバナー杯野球代表者会議
地区職業奉仕勉強会
会員研修委員会
会員研修委員会
会員研修委員会

古民家と登録有形文化財制度ついて

藤本 淳司 会員
に広くなり、特に縦方向には床を造り2層〜3層にして利
用しているのが特徴です。
天井は大和天井とスノコ天井があり現代の天井は梁の
下に天井を造りますが、
この古民家の場合は梁の上に
天井を造っていますので天井高が約3m程度と現代の
天井（2m40cm程度）
と比べると高いです。大和天井の
構造は松の丸太6cmの上に杉の天井板を張り、
ムシロ
を敷きそのうえに置土といいまして断熱効果のため土
を5cm程度の厚さで敷きます。
仏間と座敷の上はスノコ天井で竹をスノコ状に細かくな
らべて大和天井と同じようにむしろ敷きに土を置きます。
今回は古民家と登録有形文化財制度についてお話させ
ていただきます。
築約200年前の江戸後期に建てられた古民家の改修工
事を担当しておりまして、
その古民家を例に古民家の特
徴を知って頂ければと思います。御施主様が登録有形
文化財の登録をお考えになられておりまして、工事完了
後に登録の申請を進める事になっております。
その登録
有形文化財制度の話をさせて頂こうと思います。
古民家の建坪は約55坪の茅葺き屋根で屋根の中央は
茅葺ですが、軒先は本葺き瓦になっております。
この屋
根は傷みが激しいので造り変える事になっておりまして、
葺の材料は地方によってちがいますが、
すすき、
ヨシ、麦
藁などが使われますが、
ヨシは耐用年数が30年と比較
的に長持ちし、材質も固く葺き上がりが良いのでヨシを
使われたそうです。
ヨシはアシとも呼ばれています。
茅の下地ですが小屋組と言いまして、その小屋組はサ
ス組といいまして全国的によく使われている工法です。
サス組はサスと言う直径15cmの杉丸太部材を合掌に
組み、躯体へ取り付けするのですが、
サス組の特徴で杉
丸太下部の先端を鉛筆の先のように尖らせ梁にその先
端が入るように穴を開け、サスをそこに差し込みます。
横にずれない様に側面にくさびを打って固定します。す
こし怖く感じますが部材を緊結せずに差し込んだ状態
のままなのです。
これがサス組の一つの特徴です。
サス組の内側、三角形の空間ですが、
これは「づし2階」
と呼ばれておりまして、現代で言う屋根裏収納です。
この
づし2階は穀物や釜でつかう薪、茅の保管、地域によっ
ては養蚕を行う場所として使用しており屋根裏の空間
を有効利用する為に、
このサス組の工法が良く採用され
ています。
づし2階をもっとも有効に使う為、サス組を改良した例
が岐阜県の世界遺産であります白川郷になります。
この
古民家は屋根の勾配が45度ですが、白川郷は60度近
くまで勾配をきつくし、
それによりづしの空間が縦横共

壁は土壁造りで竹をマス目に編んで土を塗って仕上げ
ていきます。
また、古民家ではよく施されている差鴨居と
言いまして梁と建具の上枠が一体となった構造です。
なぜこの差鴨居が必要かと言いますと古民家の間取り
は田の字形でその部屋を仕切るのは襖や板戸の引戸
でまったく壁がなく柱の本数も少なく、構造的に垂直荷
重や横の力に弱く、それを補う為の物です。鳥居をご想
像していただければ良いですが、柱が2本建っており柱
の上に梁が2本架っておりますが、上の1本だけですと
安定せず、
その下に梁を2本入れる事で安定性が増しそ
の役割を差鴨居がしております。
間取りは田の字の配置で東から土間があり土間（古民
家では庭と呼びます）は大戸口と言う出入口から出入り
します。現在は庭の出入口は引違の格子戸になってお
りますが、以前は1間の幅の広い片引き戸だったと思わ
れます。
土間はタタキ仕上げになっており、石灰、にがり、
スサ、
砂利、土をまぜて叩いて仕上げます。
タタキは漢字で三
和土と書きます。その大戸口から入った建物の中央に
大黒柱と庭大黒柱があり表側の大戸口と裏側の台所土
間に二分され通常、土間の結界は大黒柱〜庭大黒柱に
架けられた牛梁下に柱を立て鴨居、敷居を入れ格子を
嵌め、鴨居の上部にはなにもないか（壁が）、丁寧なもの
で欄間を入れる程度で、結界による断絶感は薄い。
とこ
ろが本建物の場合、牛梁と結界の鴨居の間を土壁とし
ており、結界によって土間空間は完全に前後分離してい
る。大阪府内でもあまり事例がなく一部の地域的特色に
よるものではないかとの事です。
大戸口の右側には先程ご説明しましたづし2階の昇降
口があり、一般的にはづし2階の昇降は梯子をかけて昇
降するのですが、箱階段と言いまして階段側面が箪笥
や収納になっている階段を設置し、
それで昇降していた
ようですが、
これは近代、造作された物だと思います。
その土間の表通りに
「出の口」
（3畳）、
「中の間」
（6畳）、
「座敷」
（8畳）、中通りに
「板の間」
（3畳）、
「奥の間」
（6

畳）、
「仏間」
（3畳）、奥通りに
「風呂場」
（2畳）
風呂場は明らかに後付けであります。
「 板の間」
「 板の
間」
と続いて
「寝間」
（6畳）が配置されています。土間に
面した中通りの「板の間」、奥通りの「板の間」の2室は、
元は表通りの「出の口」
と一連の広敷でしたが、
これを
居室化したのではないかと思われます。広敷とは畳の
間より一段下がった板敷きで庭と台所からの上り口に
なります。
本来の間取りは、表通りの「中の間」、
「座敷」、中通りの
「奥の間」、
「仏間」、奥通りの「板の間」、
「寝間」からなる
二列六間取りであったと推測されます。
大戸口上手、
「出の口」
の表につく三畳の小部屋があり、
その地域の江戸時代の大規模な民家には、大戸口の上
手にはこうした小部屋を有するものがあり、
ハタバ（機織
場）、チョウバ（帳場）、
カンジョウバ（勘定場）などの名で
呼ばれる事が多いです。
この「勘定場」が建築当初からあったものか、あるいは
途中で加えられたものか、直接これを示す痕跡は見つ
からないが、その地域の諸例を鑑みると
「勘定場」は建
築当初からあったものと思います。
その「勘定場」の左側に今は縁側ですが、式台玄関が
あったそうで、
（式台玄関とは玄関をはいって床上に上
がる際に一段、段を設けた玄関です）式台玄関は江戸
時代に農家が式台を構えることは基本的に許されてお
らず、庄屋、大庄屋クラスの場合のみ設けている事が多
く、
こうした事例では当初から式台があった訳ではなく、
江戸時代後期〜幕末時代に改修し付け加えることに
よって重要なお客様の出入りを式台よりおこなったので
はと思います。
建造物の文化財は有形文化財で有形文化財は重要文
化財と登録有形文化財の2種類制度があります。先に重
要文化財の制度が明治30年に古社寺保存法による社
寺建築の指定に始まり、城郭、書院などの住宅、
さらに
民家、洋風建築、近代化遺産を重要文化財と指定する
制度として出来まして、新たに建造物を保存する制度と
しまして平成8年に登録有形文化財と言う制度がもう一

つできました。
（重要文化財）
１）指定基準
指定基準は5項目あります。
①意匠的に優秀なもの
②技術的に優秀なもの
③歴史的価値の高いもの
④学術的価値の高いもの
⑤流派的又は地方的特色において顕著なもの
国宝は重要文化財のうち極めて優秀で、かつ、文化史的
意義の特に深いもの
重要文化財に指定されるメリットとしまして、税金でいえ
ば相続財の軽減や固定資産税等の非課税などがあり、
また修理や防災・環境保全、管理費等に補助金がでま
すが、今回のテーマであります古民家などを住居、店舗
として利用するには、軽微な修理をするにも制約があり
許可が必要で利用しにくい面があります。
つぎに登録有形文化財の制度ですが、
この制度は先程
も説明しましたが平成8年に制度ができその特徴としま
しては建設後50年を経過した建造物のち、一定の評価
を得たもので、比較的建築年数が浅い建造物も登録で
き、内装工事や、修理などは制約がありますが届出制と
いう緩やかな規制を通じて保存が図られます。
既にこの制度が誕生してから10,000件を超える建造物
が登録されています。
登録の基準ですが、先程ご説明いたしましたが、原則と
して建設後50年を経過したもののうち
1．国土の歴史的景観に寄与しているもの
2．造形の規範となっているもの
3．再現することご容易でないもの
登録有形文化財の優遇措置ですが、
1．保存・活用に必要な修理等の設計管理費の2分の
1を補助
2．地域活性化事業にかかる費用2分の1を補助
3．相続税の控除、固定資産税の減税

本日のメニュー

・赤肉メロンと生ハム ビアシンケンのコルネ 黒パンのブルスケッタ
・サーモンの帆立貝巻きオーブン焼き きのこクリームソース
・トマト アボガド 卵のサラダ、
コーヒー、
パン

村橋会長が地区大会 決議委員会委員、檜皮会員が
地区大会 選挙委員会委員の委嘱状をそれぞれ受けました

2016-2017 年度 第4回

10月度定例理事会議事録

日 時：2016年9月8日
（木） 13：40〜15：00
場

所：太閤園

2F サファイアルーム

出席者：村橋・嶽下・井戸本・西田・木村（佳）
・高島・満村・栗山・辻（義）
檜皮・辻（一）
・杉村・永井

以上13名（敬称略）

2. ライラ登録料について

開会の挨拶（村橋会長）
これから年末に向けて様々な行事があります。皆様よ
ろしくお願い致します。

・今年度ライラ登録料を社会・青少年委員会の予算よ
り支出する。
6,000円×10名＝60,000円

【報告事項】
1. 2016年〜17年度

年間行事計画について

追加事項・変更箇所：
・地区決議会
日時：9月24日
（土）10：00〜
会場：薬業年金会館
・移動例会

陽松庵

日時：9月29日
（木） 集合11：00
所在地：池田市吉田179
・米山奨学委員会カウンセラー対象リクレエー

⇒［ 承認 ］

3. ロータリ−財団100周年記念シンポジウム登録料
について
・国際奉仕委員会の予算より支出する。
10,000円×1名
⇒［ 承認 ］

4. 移動例会について
・献香料 30,000円を職業奉仕委員会の予算より支出
する。
⇒［ 承認 ］

ション
日時：10月16日
（日）10：00〜
会場：宝塚歌劇
・VTT事業第1回視察（訪越）
日程：11月20日
（日）〜23日
（水）

2. 社会・青少年奉仕委員会より報告
岩手県岩泉町から台風のため壊滅状態であるので支
援要請があり、当委員会において検討中である。

3. クリスマス家族会について
・日時：12月19日
（土）
・アトラクション：音楽、手品そしてビンゴゲームの3つ
を柱に計画。

【審議事項】
1. 大阪中之島基金について
・本日の理事会添付資料「大阪中之島基金についての

5. グローバルグラント奉仕事業

共同提唱クラブ要

請について
・提唱要請先：高槻東ロータリークラブ
・事業内容：カンボジアへの医療支援
・要請金額：1,000＄
⇒［ 継続協議 ］

6. 三世代クラブ合同社会奉仕事業について
参加費7,000円×10名＝70,000円を社会・青少年奉
仕委員会の予算より支出するか否か。
⇒［ 継続協議 ］

閉会の挨拶（井戸本会長エレクト）
いつも同じ報告になりますが、
ここ最近の例会や行事
が何となく心がウキウキするような行事の報告が多い
と思います。移動例会の座禅の会や三世代クラブ合同

お願い」の文書記載内容について、振込手数料負担

の活動など、少しずつ活性化してきている気がします。

の旨を削除修正することにて承認された。

これも、
この理事会で前向きな意見を頂いている成

・基金振込口座、基金残高を週報に記載する。

果だと思います。

・基金の管理規程を検討し、定める事とする。

今後とも是非、
ご意見を頂けますように宜しくお願い

⇒［ 承認 ］

します。

【 16年10月 行事予定】（経済と地域社会の発展月間・米山月間）
日付

通算No.

今期

ホームクラブプログラム

卓話担当者

6日
（木）

1124

12

米山月間

北村米山奨学担当

13日
（木）

1125

13

次年度理事・役員発表
社会青少年奉仕委員会フォーラム

辻 義光社会青少年
奉仕委員長

20日
（木）

1126

14

創立記念夜例会

夜例会

27日
（木）

1127

15

会議、行事

第5回11月度理事会

三世代合同例会
（大阪天満橋RC主催）

RI地区会議行事、
クラブ行事
東北野田村奉仕事業
日程：10/7（金）〜10/8（土）
秋のRYLAセミナー
日程：10/8（土）〜10/10（月）
ホスト：大阪アーバンRC
3世代クラブ合同奉仕事業
日程：10/15（土）
米山奨学委員会カウンセラー対象
リクリエーション
日程：10/16（日）10：00〜
会場：宝塚歌劇

【 16年１１月 行事予定】（ロータリー財団月間）
日付

通算No.

今期

3日
（木）

-

-

10日
（木）

1128

16

17日
（木）

1129

17

24日
（木）

1130

18

ホームクラブプログラム

卓話担当者

会議、行事

祝日③
ロータリー財団委員長卓話

檜皮R財団担当

第2回クラブ協議会

卓話担当：福田会員
ロータリー規定・情報委員会卓話

R規定・情報担当：
嶽下会員

第6回12月度理事会

RI地区会議行事、
クラブ行事
米山奨学委員会 スピーチコンテスト
日程：11/5（土）
会場：未定
VTT事業第1回視察（訪越）
日程：11/20（日）〜11/23（水）
IM6組会長・幹事会
日程：11/22（火）18：30〜
会場：ガスビル食堂
広報委員会 第1回クラブ広報委員長会議
日程：11/26（土）午前
会場：薬業年金会館
◆成美寮もちつき大会

【 16年12月 行事予定】（疾病予防と治療月間）
日付

通算No.

今期

1日
（木）

1131

19

委員会報告

ホームクラブプログラム
年次総会

8日
（木）

1132

20

15日
（木）

-

-

17日
（土）

1133

21

22日
（木）

-

-

休会①

29日
（木）

-

-

休会②

卓話担当者
各委員長

（次年度理事・役員決定） 第7回1月度理事会

12/17に変更
夜例会・クリスマス家族会

3世代クラブ有志懇親会
9月7日
（水）、中央電気倶楽部 B1F「えれき亭」
において
3世代クラブ有志懇親会が開催されました。
ご参加の皆様、有難うございました。

会議、行事

小委員長

RI地区会議行事、
クラブ行事
地区大会
日程：12/9（金）
・12/10（土）
会場：国際会議場

