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第1178回（本年度 第21回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

今年度二年目の米山奨学生である蘆 聖芸さんについて、ご報告致し
ます。

本人の事情により、10月末をもって奨学期間を終了する事となり、米
山奨学会への手続を完了致しました。

井本会員にはカウンセラーとして、家族ぐるみでお世話をして頂きま
したこと、感謝申し上げます。

本日のプログラム

次回 12/14 のお知らせ
♬SONG : 「我ら中之島」
■年次総会　次年度理事役員決定
　各委員会委員長・小委員会委員長
■第7回1月度理事会
　13：40～　サファイアルーム

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　委員会報告
　各委員会委員長・小委員会委員長



2017-18年度第1177回（第20回例会）
幹事報告 (11/30)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は藤本会員の卓話です。藤本会員よろ
しくお願いいたします。

■12月2日（土）成美学寮の餅つき大会です。今年度
で最後になるかもしれません。会員の皆様、多数の
ご参加よろしくお願いいたします。

■12月7日（木）、委員会報告です。各委員長よろしく
お願いいたします。

■12月14日（木）、年次総会です。次年度理事･役員
の決定の決議を行います。会員の皆様ご出席お願

11月19日に開催しました三世代合同社会奉仕事業
には、日曜日にも拘わらず多くのロータリアンに出席
して頂き、水上隣保館の小学1年生から中学3年生の
子供達のエイサーや歌を披露する姿から言葉になら
ない気持を感じられたかと思います。

先日、水上隣保館から届いたお礼状の一文をご紹介
致します。

「施設で生活する子供達は、誰一人として望んで施設
にたどり着いた者はおりません」

この一文が子供達の姿を現しているのではないで
しょうか。

福田会員、息子さんのご結婚おめでとうございます。

Congratulations!

井本会員が米山奨学生カウンセラー感謝状の
表彰を受けました。

いいたします。

■12月21日（木）の例会は12月23日（土）に振り替え
となります。
　お間違えの無い様にお願いいたします。

■12月23日（土）例会とクリスマス家族会です。

　1．例会　　18：00

　2．家族会　18：30

■12月28日（木）は休会です。

■地区より「2017-18年度第2回クラブ国際奉仕委
員長会議のご案内」が来ております。

　1．日時：2018年1月20日（土）10：00～12：00

　2．場所：OMMビル2階　会議室

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月13日(土)

　2．場所：大阪国際会議場

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。



日本の林業について

藤本 淳司 会員

日本はよく資源が無い国だと言われておりますが、わ
が国は国土の約70%が森林と言われ、そこで生産で
きる木材は多くの量を供給できます。

欧州など日本と似たような国土を形成する国々では、
しっかりした林業経営が行われ、林業から波及した
建設資材、家具、パルプ、バイオマス等の産業が形成
されており多くの雇用を生み出しております。

国産の木材を使用する事により、現在、荒廃がつづ
いている森林を守り、そこで働く人の雇用が増え、森
林の保水力も高まり自然災害の洪水等の抑制になる
と考えられており、そこでロータリーの社会奉仕の考
えに準ずるのではと思い、本日、日本の林業の現状に
ついてお話させていただこうと思います。

林家の収益について

ここに農林水産省の調査したデータがございます
が、家族で林業を経営しており、20ha以上の山林
を所有し、比較的広い森林を保有する林家の経
営状況を見ると、平成20年調査の実績ですが、林
業経営費は168万円、林業粗利益は178万円で、
つまり林業所得は年間で10万円という計算にな
ります。

もちろん専業ではないと思いますが、これでは林
家の家族が生活できるだけの収入にはなりません。

先日、奈良県吉野郡川上村の一般社団法人：吉野
かわかみ社中に伺いお話を伺ってきました。場所
は吉野川上流にある町ですが、吉野材として有名
な産地です。

「日本林業の父」とも呼ばれる有名な土倉庄三郎
（どくらしょうざぶろう）出身の地でもあり、幕末か
ら明治初期の日本は森林の約70%が禿山と記録
されておりますが、自然災害等により山全体が荒
廃しておりました。

吉野は江戸時代初期から植林を行い持続的な林
業を展開しており、この吉野方式を全国的に広げ、
また、材木は輸送が大変重要になりますので、その
輸送路の構築にも尽力し日本の緑化に大きく貢献
したそうです。大変な資産家で財閥の三井家に匹
敵するほどの資産があり、同志社や日本女子大の
設立を援助するなど教育界に莫大な援助を行い、
数多くの明治の元勲とも交流があったそうです。

吉野材は品質の良いブランドとして有名ですが、
冒頭で申し上げましたように吉野材といえども価
格は一時に比べm3（1m×1m×1m）単価が5分1
程度に下がり大変厳しい状況だそうです。

吉野かわかみ社中は、林業関係4団体と川上村が
一つとなった組織で村と林業関係団体が一体と
なって販売に取り組まなければその地域の林業が
立ち行かないそうです。以前は灘や伏見の酒造業
と結びついた樽丸用材の生産が盛んに行われた
そうです。

吉野材の特徴をご説明します。

吉野の山は5名の大地主が昔から変わらず所有し
ており、地主が変わらない事により100年、200年
と高齢樹を育てる事ができるそうです。

また密林を取り入れ、密林とは苗を1m間隔で植え
ます。約1haに約10,000、本苗を植えるそうです。
一般的には植林する際には間伐の手間を考え1ha
当り2,000～3,000程度だそうですが、なぜ密林す
るかと言いますと、木は成長と共に枝葉と枝葉が
触れあうようになり（木と木の間が狭くなり）、下の
方の枝葉は陽が当たらなくなります。

この状態で数年経つと、木の上部にだけ枝葉がつ
いた林になります。林の中に陽の光を入れないこ
とで節を発生させない効果を狙い、そうする事に
より立木上部の枝葉だけが成長し、下部の枝葉は
日照不足で枯れ、腐って落ちてしまいます。しかし、
こうすることによって無節の良い木ができるそうで
す。このような手法をとりいれる事により材質の良
い材木が取れるそうです。

林業の戦後から現在までの現状について

自給率で表しますと、昭和30年代では自給率が約
95%でほぼ国内の自給で賄えておりましたが、平
成12年になりますと自給率が約18%まで落ちてし
まいます。



その後、現在にいたるまでに約30%まで回復して
おりますが、自給率で見ると回復しているように取
れますが、国全体の木材の供給量自体が平成7年
をピークに現在、約65%まで供給量が減っており
国産材は約2,000万m3と平成7年から現在まで横
ばいです。

日本の林業は、戦中に多くの材木を乱伐し、森林の
荒廃や自然災害等の理由で昭和20年～30年代に
は戦後復興の供給が追いつかず、木材が不足し高
騰を続けていました。このため、政府は造林を急速
に行うため「拡大造林政策」を行いました。

「拡大造林政策」とは、主に広葉樹からなる天然林
を伐採した跡地や原野などに針葉樹中心の人工
林に置き換える事です。

針葉樹とは葉か針の細長い木で、今では花粉症で
問題になっておりますスギやヒノキ等の事です。

針葉樹が植林された理由は真っ直ぐ育つので建
築資材に適しており、建築需要が今後、拡大すると
見込まれたからです。

一方、広葉樹は葉が平たく広い木で桜、欅、栗など
で、当時の家庭燃料は木炭・薪が中心でその燃料
に使用されていましたが、ちょうどその時期に家庭
燃料が電気・ガス・石油に切り替わり、建築で使用
される針葉樹に置き換わっていきました。

当時は木材価格が急騰し「木を植えることは銀行
に貯金することよりも価値がある」といわれ、造林
ブームが起こり約15年～20年の間に現在の人工
林の総面積1000万haのうちの4割、約400万haが
造林されました。

しかし、木材は育つのに時間がかかり、その当時の

需要は国内では賄えず、昭和30年代に木材輸入
の自由化が段階的にスタートし、昭和39年に完全
自由化となります。外材は国産材と比べて安く、か
つ大量ロットで安定的に供給できるメリットがある
ため、需要が高まり輸入量が年々増加していきま
した。

昭和50年代には為替が変動相場制に移行し、1ド
ル＝360円の時代が終わり円高の進みにより、ま
すます海外製品が入手しやすくなりました。

これらの影響で、昭和55年頃をピークに国産材の
価格は落ち着き、日本の林業経営は苦しくなって
いきます。

一方、「拡大造林政策」は国産材の需要が落ちる中、
平成8年にようやく打ち切られ、膨大な人工林が残
りました。

現在、間伐を中心とした保育作業や伐採・搬出に
掛かる費用も回収できず、林業はすっかり衰退し
てしまい、林業しか目立った産業がない山村地域
では、林業の衰退とともに地域の活力も低下し、林
業の後継者不足、就業者の高齢化、限界集落と呼
ばれる問題まで起こっています。

現在、日本の森林は充分な手入れがされず、荒廃
が目立ち自然災害が起こりやすくなり、温暖化の原
因と言われる二酸化炭素の吸収も低下します。

また、拡大造林政策によって造林された人工林が
収穫期を迎えておりますが、伐採されないまま、放
置されている森林も目立ちます。

国土を保全するためには、伐採、植えて、育てるサ
イクルが必要で、国産材を積極的に利用し、需要を
高め、資金を山に還元する事が大事だと思います。

1. 職業奉仕月間次第

日時：1月11日（木）13：00～14：00

13：00～　早瀬職業奉仕委員長卓話者紹介

13：05～　地区職業奉仕北村委員長卓話
「職業奉仕を考える」

13：20～　卓話後、会員が3グループに分かれフォーラ
ムを実施

日　時：2017年11月30日（木）18：00～
場　所：日本料理　吉寅
出席者：村橋会長、辻幹事、早瀬（委員長）、檜皮（副委員長）、西田、杉村、吉田、戸田（書記兼副委員長）
協議事項：①平成30年の職業奉仕フォーラム
　　　　　②移動例会について

職業奉仕委員会報告

①各自の職業奉仕についての考え

②職業奉仕はロータリーの根源か？　　
進行係・書記・発表者等各グループで選出
（週報に掲載し、事前にフォーラムの課題
を会員に伝えておく）

13：40～　②各グループで発表

13：55～　③発表者に提出依頼



成美学寮の餅つき支援
奈良県柳生の成美学寮に対する＜餅つき支援＞は過
去20回以上の歴史を数えますが、少なくとも僕が参加
しました（僕は過去3回欠席しております）この餅つきの
日は、例外なく決まって最高の天気でロータリークラブ
のみんなを迎えてくれております。

ちょうど紅葉を観ながらの奈良の奥山ドライブはまず支
援に向かう者の心を和ませてくれているようです。

本年度の＜成美学寮餅つき大会＞は、12月2日（土）午
後1時から開催され、村橋会長、橋本寮長の挨拶に始ま
り、例年のスタイルで現場に居たほぼ全員が楽しく約1
時間を過ごしました。中之島ロータリークラブの会員が

社会奉仕委員会  副委員長　安達 昌弘

間違いなく一番楽しんでいたでしょう。

1時間という例年よりも少し短い時間だったかも知れま
せんが、充実度は最高でした。

早瀬さん、贈り物の果物いつも有難うございます。

参加されました15名（杉村さんの奥さんを含んで）の会
員の方々、本当にご苦労様でした。

最後のお礼のあいさつの際に、成美学寮の先生からの
一言が心に応えました。

「ロータリークラブの皆さん、また来年もお待ちしており
ます。」

副委員長が各グループの考えを纏め地区
職業奉仕委員会に報告

2. （株）ユニバーサル園芸：The Farm universalの移動
例会について

場所：大阪府茨木市佐保193-2
電話：072-649-2266

①1月18日（木）例会終了後、下見見学に行く
　予定参加者：早瀬、檜皮、西田、村上、戸田

②3月末（花が沢山咲く頃）に職場訪問予定



ニコニコBOX

村橋：三世代合同社会奉仕、お世話になり有難うござ
いました。

西田：藤本さん、卓話楽しみにしています。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

木村：ニコニコ

辻（一）：三世代合同奉仕事業、無事終えることができ
ました。ご協力感謝申し上げます。

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

高島：①結婚記念日のお花、有難うございました。
②早退のおわび、藤本さんすみません。

金森：三世代合同奉仕、所用でお休みしたお詫びです。

檜皮：藤本会員、卓話楽しみにしております。

北村（薫）：結婚記念日のお花、有難うございました。

戸田：藤本会員、林業とは何か教えてください。

栗山：ニコニコ

杉村：藤本さん、卓話ガンバッテください。

坂本：生まれて初めての腰痛を経験しましたが、
ウォーキングで治りました。運動不足だったみ
たいです。

藤本：いつもニコニコ有難うございます。
25周年実行委員会  打ち上げ残金  皆様ご協力
有難うございました。

本日合計 : ￥54,000
累　計 : ￥867,000
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●出席報告
会員数 32名 国内ビジター 4名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 3名 国内ゲスト 0名
出席者 22名 外国ゲスト 0名
欠席者 7名

出席率 75.86 %
11月2日の修正出席率 82.75 %

●メイクアップ
早瀬 道圓 10月22日　　職業奉仕座禅修行
北村 　讓 10月22日　　職業奉仕座禅修行
満村 和宏 10月22日　　職業奉仕座禅修行
下岡 陽一郎 10月22日　　職業奉仕座禅修行
辻　一夫 10月22日　　職業奉仕座禅修行
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本日のメニュー

ライトミール
　ちらし寿司　小松菜と揚げのお浸し　赤出汁

●誕生日
西田 末彦 ［23日］

●事業所設立記念
栗山 博道 栗山診療所［平成19年］

Congratulations!12月のお祝い12月のお祝い

●本日のビジター
 京都洛中RC 奥村 由之 様
 大阪西RC 高士 雅次 様
 大阪南RC 岸本 照之 様
 大阪大手前RC 中林 邦友 様

戸田会員の著書を会員に配布する件について
この度、5冊目の著書「10秒の痛みとりポースでひ

ざ痛、腰痛はみるみる消せる」（PHP出版）を発売し

ました。

同類の本が多く出版されている昨今、会員の皆さん

にお知らせするのは、押し売りになると思い、宣伝

を差し控えていました。しかし、吉田了会員がこの

本を買い上げてくれて、会員の皆様に配布してくれ

るとおっしゃってくれました。吉田会員のご厚意に

心から感謝いたします。

皆様にはお荷物となるとは思いますが、何かの参

考になれば、幸いです。
戸田 佳孝 


