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母子の健康月間
月間テーマ（4月）

第1196回（本年度 第39回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

本日からお世話をする米山奨学生の蕭 宇庭（ショウ ユーティン）さん
をお迎えしています。4月5日のオリエンテーションにて初めてお会い
しました台湾台中からの留学生で、大阪コミュニケーションアート専
門学校に通学されています。

これからの一年間、毎月の例会とクラブの行事等、積極的に参加して
もらいますので、宜しくお願い致します。

本日のプログラム

次回 5/10 のお知らせ
♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　「ななつぼし」に乗車して
　下岡 陽一郎 会員

♬SONG : 「友愛の歯車」
●卓話　百貨店の第二時閉店ブームと

地方スーパーの廃業倒産続
出からみる地域経済の変化

　担当：岡本 啓吾 会員
　講師：神戸国際大学経済学部

教授　中村 智彦 様

※次週、5月3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。



■本日の卓話は西田会員です。西田会員よろしくお
願いいたします。

■4月26日（木）の卓話は岡本会員です。岡本会員よ
ろしくお願いいたします。

■5月10日（木）の卓話は下岡会員です。下岡会員よ
ろしくお願いいたします。

■5月17日（木）の卓話は坂本会員です。坂本会員よ

後程、カウンセラーの嶽下会員からご紹介して頂きます。

2月7日に台湾東部を襲った震災の義援金を皆様の
ご協力にて、186,000円の募金を頂き、災害支援積立
金から314,000円拠出して、合わせて50万円を姉妹
クラブの台北福齢RCに送金し、友好クラブ花蓮花東
RCと共同調査を行い、花蓮・中華小学校の被災した
校舎の破損修復計画を中間報告として受取りました。

詳細は、後程回覧します中間報告の資料をご覧頂き
たいと思います。

以上の通り両クラブの震災義捐金によって、中華小
学校校舎の修復が行われる事になりました。皆様の
ご協力に感謝申し上げます。

ろしくお願いいたします。

■5月24日（木）の卓話は杉村会員です。杉村会員よ
ろしくお願いいたします。

■5月17日（木）、例会終了後新旧合同理事会があり
ます。新旧の理事･役員の皆様出席お願いいたし
ます。

■5月24日（木）、例会終了後新旧合同クラブ協議会
があります。新旧の委員長の皆様出席お願いいた
します。

■地区より「第2660地区2018-19年度のための会
員増強セミナー」開催のご案内が来ています。

　1．日時：2018年6月2日（土）14：00～17：00

　2．場所：大阪YMCA 2F大ホール

　西田会長エレクト、辻義光次年度会員増強委員長、
出席お願いいたします。

2017-18年度第1195回（第38回例会）
幹事報告 (4/19)

幹事  辻 義光

本日のメニュー

・オードブル
・魚介と春野菜のナージュ仕立て
・鴨スモーク 胡瓜と大根のマリネサラダ、コーヒー、パン

高槻東RCより上場 俊哉 様が高槻東RC創立45周年
記念フォーラムの告知にお見えになりました。



本日は柑橘類に次いで国産生産量が多いリンゴに
ついてお話致します。

どれぐらい多いのかと言えば、柑橘類ではみかんだ
けで一ドルが360円だった時代年間生産量は約360
万トンでした。それが年々減り続けて今から12年前
にとうとう100万トンを切りました。その後増えたり
減ったりしながら今年は（2017年産）72万トンになり
ました。

そうすると値段は需要と供給で決まるので暴騰しま
した。11月には一箱（10キロ）4,000円になり12月に
は4,500円となり過去最高値となりました。生産者の
方が市場に来てよく言われるのがキロ220円で売っ
てほしいと言われます。つまり10キロ箱で2,200円と
言う事です。今年は約倍ですからいかに高かったか
お判りだと思います。

一方リンゴの生産量はみかんほど急激な減少はなく、
多い時で100万トンぐらいで緩やかに減り続けてお
そらく今年は（2017年産）80万トン前後だと思います。

日本のリンゴの生産量は青森県が約60％弱で次い
で長野県が約20％です。特に減少が目立つのは長
野県産で、その理由は地球温暖化です。長野県の平
地の産地は地球温暖化によりリンゴの色付きが悪く
なってきていて他の品種、桃やブドウに代わってきて
いるのです。今、桃やブドウの生産量のトップは山梨
県ですが長野県の気候が山梨県に近づいてきてい
るのかも知れません。

かたや青森県は日本有数の豪雪地帯です。特に日本
海側の津軽平野は冬になると雪が早く降り出しリン
ゴ以外は栽培が難しいので減少が少ないのです。

さて、このリンゴ不思議だとは思いませんか？今スー
パーの店頭に並んでいるリンゴ、おそらく11月の上
旬に青森県で収穫された物だと思います。今でも新

中東地域の話

福田 忠博 会員

鮮でシャリシャリと食べることが出来るのです。

その理由は特殊な冷蔵施設が青森県には有り、CA
冷蔵庫と言われています。CA冷蔵庫は温度を約0度
にし、冷蔵庫内の酸素濃度を10分の1、約2％前後に
し二酸化炭素濃度を上げるのです。そうする事により
リンゴの呼吸をゆっくりにし熟度を抑える事が出来る
のです。

リンゴの出回りの初めは8月中旬のお盆の頃です。長
野県産のサン津軽から始まり9月の上旬には青森県
産のサン津軽も入ってきます。9月いっぱいはほぼサ
ン津軽一色で10月に入ると長野県産のシナノスイー
トと青森県産の早生フジの共演になります。10月の
下旬から長野県産のサンフジが入荷し始め11月中
旬には青森県産のサンフジも出回ります。そして年が
明けるとリンゴは青森県産だけとなり、4月下旬まで
サンフジ中心の販売となります。5月の上旬から段々
とサンフジから有袋のフジへと変わります。そして8
月上旬まで入荷が有ります。8月の中旬には長野県産
のサン津軽が始まり、リンゴは一年中食べれる、周年
供給となります。

有袋のフジとはリンゴの実が成った時に、その実に
袋を掛けるのです。そして収穫の約10日前後に袋を
剥がすとお日様の力でリンゴは真っ赤になるのです。

サンフジとは実のなった時から袋をかけないでその
まま育てるのです。そうすることにより太陽の日を
たっぷりと浴びて糖度の高い美味しいリンゴに育つ
のです。ただサンフジはその分日持ちが悪くなり、8月
まで販売するとなると有袋のフジとなります。

フジリンゴはデリシャスと国光と言うリンゴの交配種
で、今から50年以上前に登場しました。するとその色
合い、形状、糖度も高く酸とのバランスの良さ、さらに
日持ちも良いと言う事でたちまち青森県始めリンゴ
産地で沢山栽培され今ではリンゴの生産量の55％
がフジです。

またフジは美味しいリンゴの代名詞になっている蜜
が入りやすいのも特徴です。元々デリシャスと言うリ
ンゴが蜜の入りやすい品種だったので、それを片親
にもつフジも蜜が入りやすいのです。

蜜とは（ソルビトール）と言う糖の一種で初めはリン
ゴの中心に集まりやすくその後徐々に実に吸収され
いつかは無くなります。

私が個人的に思うのは蜜が中心に集まっている時よ
りも徐々に散っている最中の実に星のように散らばっ

リンゴの話

西田 末彦会員



ている状態の時が一番美味しいと思いますが、残念
ながら見た目だけでは判断できません。

最後に今年の果物の出来予想ですが、私が思うに今
年の果物は豊作だと思っております。

今年は桜の満開が例年より約一週間早くまたその時
期に大変天候に恵まれ暖かく約一週間で散りました。
桜の開花が早いと果実の花も咲くのが早く豊作につ
ながるのです。

逆に経験則から言いますと桜の開花が例年より遅い
と不作につながるのです。しかも桜の花が一週間で
散ったと言う事はその時期非常に暖かかったと言う
事で遅霜にあたるリスクが少なかったのです。果実に
とって悪いのは遅霜にあたり花芽がやられてしまう

事なのです。

今年はそのリスクも少なく開花も早いので、リンゴに
限らず桃も梨もブドウもみかんも、勿論リンゴも豊作
になると思います。この西田予想が当たって今年の
果物が美味しく手頃な値段で食べれたら良いですね。

【議案】

1. クラブ戦略計画委員会委員長会議（アンケート）に
ついての報告
（1）各クラブ戦略計画委員会

①発足数　　　71クラブ

②年間開催数　1～2回　32クラブ
　　　　　　　3～5回　24クラブ
　　　　　　　6回～　  10クラブ

（2）戦略計画委員会の機能の認識について（複数回答）

①クラブ運営の中長期的な方針や目標を検討する
　63クラブ

②会員数の中長期的計画を検討する
　42クラブ

③クラブの奉仕事業（必要性・継続性・進化性）を検証
　30クラブ

日　時：2018年4月19日（木）11：00～
場　所：太閣園4F　寿の間
出席者：早瀬・村橋・西田・木村・金森・辻（義）　 以上6名（敬称略）

２０１７-１８年度　第2回 クラブ戦略計画委員会　議事録

（3）クラブ戦略計画委員会の活動による成果（複数回答）

①中長期的目標が明確になった　23クラブ

②クラブが活性化した　　　　 　20クラブ

③奉仕事業の見直しができた　　17クラブ

（4）回答要約所感

単年度の審議事項や短期的思考に偏りがちな理事
会と戦略計画委員会の目的である中長期的な課題
や長期的思考を主題とする機能との違いを明確にし
て、クラブの将来を考えていく必要があるのではない
でしょうか。

2. 次年度以降のクラブ戦略計画委員会への引継に
ついて
クラブ戦略計画委員会の役割を明確にして、年間2回程
度の委員会開催を継続して頂ければと思います。

米山奨学生 米山奨学生　蕭 宇庭（ショウ ユーティン）

カウンセラー 嶽下 勇治 会員



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 1名
欠席者 4名

出席率 86.20 %
3月29日の修正出席率 93.10 %

●メイクアップ
早瀬 道圓   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング
下岡 陽一郎   3 月17日 IM6組インターシティー
  ミーティング
北村 　讓   3 月17日 フレッシュロータリアン
  の集い
坂本 　恵   3 月17日 フレッシュロータリアン
  の集い
高島 凱夫   4 月  6 日 諮問委員会

ニコニコBOX

村橋：米山奨学生ショウさんを宜しくお願いします。

西田：本日卓話です。宜しくお願いします。ニコニコ

辻（義）：ニコニコ

嶽下：米山奨学生、ショウ・ユーティンさん、本日例会
初出席です。
これから1年間よろしくおねがいします。

吉田：ニコニコ

下岡：7月新年度は米山奨学担当です。ショウさんよろ
しく。

前田：来週休みます。

村上：西田さんの卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：高槻東RC上場様、ようこそお越しくださいました。

北村（薫）：西田会員、卓話よろしく！

満村：ニコニコ

戸田：ニコニコ

栗山：初夏ですね！ニコニコ

坂本：西田さん、りんごのお話楽しみです。
ショウさん、宜しくお願いします。

藤本：ショウさん、ようこそ
本日の卓話、西田会員宜しくお願いします。

高槻東RC  上場 俊哉 様：
本日は貴重な例会の時間を頂き有難うござい
ます。
5月19日高槻東RC創立45周年記念フォーラム
宜しくお願いいたします。

本日合計 : ￥45,000
累　計 : ￥1,641,000
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●本日のゲスト
 米山奨学生 蕭　宇庭（ショウ・ユーティン） 様

●本日のビジター
 高槻東RC 上場 俊哉 様

1964年生まれ。上智大学を卒業後、タイ国際航空株
式会社、PHP総合研究所を経て、大阪府立産業開発
研究所国際調査室研究員として勤務。2000年に名
古屋大学大学院国際開発研究科博士課程を修了
（学術博士号取得）。

その後、日本福祉大学経済学部助教授を経て、神戸
国際大学経済学部教授。総務省地域力創造アドバイ

中村 智彦 氏のプロフィール

本日の卓話
百貨店の第二時閉店ブームと
地方スーパーの廃業倒産続出からみる地域経済の変化

ザー、愛知県愛知ブランド審査委員、山形県川西町
総合計画アドバイザー、山形県地域コミュニティ支援
アドバイザー、向日市ふるさと創生計画委員会委員
長などの役職を務める。

営業、総務、経理、海外駐在を経験、公務員時代に経
済調査を担当。企業経営者や自治体へのアドバイ
ス、プロジェクトの運営を担っている。


