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基本的教育と識字率向上月間
月間テーマ（9月）

第1293回（本年度 第10回）例会

会長挨拶
会長　金森 市造

今週は、『ロータリーの友』よりお話しさせて頂く日です。先週届けられ

た『ロータリーの友』の表紙横組みには、「基本的教育と識字率向上

月間・読感表選」・「『友』をプラットフォームに新しい交流を」と記され

ています。

RI会長ホルガー・クナークのメッセージでは、自身がロータリー活動

に深く傾倒するきっかけとなったプログラムとして、ロータリー青少年

本日のプログラム

次回 9/24 のお知らせ
♬SONG : 「4つのテスト」
●卓話　インターアクトについて
檜皮 悦子 会員

♬SONG : 「日も風も星も」
■臨時総会　事業・決算報告
事業報告　　　安達前年度幹事
会計報告　　　北村薫前年度会計
会計監査報告　西田前年度会計監査
■第4回10月度理事会
13：40～　ゴールデンホール西



交換ですと述べられています。我が大阪中之島RCは

かって、その青少年交換留学生に関して大変苦い経

験をされたことが、10周年記念誌に記されています。

その事実は、名誉会員であられる針谷紘一さんが、克

明に記されています。それ以後、青少年交換留学生

に関しては、取り組まれていないようですね。

私が以前所属していた『くずはRC』は、私が入会当時

青少年交換留学生受け入れに積極的で丁度30年位

前頃に、我が家族にも交換留学生を毎年3～4ヶ月程

度預かりました。そしてクラブ内の子弟を交換留学生

として外国に行けるメリットを利用し会員の子弟を派

遣していました。

私の家族が受け入れた留学生の国は、ロシア・カナ

ダ・イギリス・ベルギーでした。その4人の中でベル

ギーの人は、今でも数ヶ月に一度国際電話をかけて

きてくれます。大阪北部地震の時には、いち早く『大

丈夫？』と。私の経験では、青少年奉仕特に交換留学

生受け入れは、相互に受け入れることを前提にすれ

ば、案外クラブ活動にとって面白いですよ。特に今ま

さに中学生や高校生をお持ちの会員にとりましては、

取り組むに価値があると思います。

特集の御坊RC 岡本恒男さんの『和田勇物語』が育む

地域の明るい未来は、1964年の東京オリンピック招

致に尽力された『和田勇さん』のことを絵本にして地

元の小中学校に寄贈したのを記念に読書感想文を

募集し子ども達に地元の偉人をたたえ、子ども達に

奉仕の心の「めばえ」の育成に寄与されていることが

読み取れました。

12ページには、9月は「ロータリーの友」月間にちなん

で、「ロータリーの友」の活用について記されています。

是非、みなさんも、気についたことを投稿しません

か？良ければ、クラブ内で『ロータリーの友』寄稿同好

会を立ち上げようではありませんか？そして、大阪中

之島RCここにあり！とPRしませんか！

まずは、23ページの「侃々諤諤」投稿しましょう！

縦組記事からは、SPEECHの欄で、出口治明氏の「変

革が改革する多様性社会」というタイトルで2019年

11月9日に開催されたRI第2720地区 地区大会記念

講演要旨は、今の時代特にコロナ禍における今後の

対応にも結構参考になりますよ。私は、この人の新書

版を本屋で立ち読みしましたが、結構奇抜な起業感

覚の持ち主ですね。

幹事の村上です。幹事報告をいたします。

先ずは冒頭に、簡ガバナーより、先週の公式訪問に

際しての感謝のお礼状が参っておりますことをご報

告いたします。

それではこれからの行事予定を申し上げます。

■9月10日（木）、本日の卓話は藤本会員となってい

ますので、藤本会員よろしくお願いします。

■9月12日（土）、地区ロータリー財団セミナーがYМ

CAにて行われます。北村薫委員長よろしくお願い

します。

■9月17日（木）、この日は臨時総会があります。前年

度事業報告、会計報告、監査報告があります。安達

前幹事、北村薫前会計、西田前会長よろしくお願い

します。

　また、例会終了後、理事会が開かれます。

■9月19日（土）、この日は模擬ズーム会議が開かれ

ます。今回の模擬会議は全員の方がズーム会議に

参加できる環境を整えるために行われます。詳し

いことはIＴ委員会から報告があります。

■9月24日（木）、この日の卓話者は檜皮会員となっ

ております。ご準備よろしくお願いします。

　それから例会場の変更があります。この日の例会

2020-21年度第1292回（第9回例会）
幹事報告 (9/10)

幹事  村上 俊二

今回、「友愛の広場」にくずはRCの岩本昌治会員が投

稿しています。一読してやって下さい。

そこで、戸田会員にお願いです。是非、『友愛の広場』

に9月24日に開催する講演会の模様を写真も入れて

投稿していただけませんか？これからも、クラブで行

う奉仕事業の内容をドンドン投稿して行きましょう。



場はいつものゴールデンホールではなく桜苑に変更

になっておりますのでお間違えの無いようお願い

いたします。

　そして、この日に職業奉仕委員会の出前授業が、

中之島朝日カルチャーセンターにおいて、16時か

ら17時30分まで行われます。戸田委員長よろしく

お願いします。

■9月26日（土）、米山奨学委員長会議が開かれます。

この日は藤本副委員長出席よろしくお願いします。

■10月1日（木）、10月は米山月間です。米山奨学委

員会 北村 讓 委員長よろしくお願いします。

　また、11時半よりクラブ役員会が開かれます。

　例会終了後クラブ協議会が開かれます。委員会報

告となりますので、各委員長の皆様ご準備よろしく

お願いします。

本日は住宅建築産業についてお話をさせて頂きます。
今年はコロナの影響で会員の皆様も大変な思いをさ
れているかもしれませんが、私も今年の3月、4月は中
国でコロナが流行し、その影響で住宅設備機器（便
器、IHヒーター、食洗器等）が通常ですと2～3日で納
品されるものが1ヶ月以上も掛かりお客様にもご迷惑
をお掛けしましたが、今はそういった影響も解消しま
した。幸いにも他の産業に比べて売上は多少影響が
ありましたが今のところ、それほど大きな影響はござ
いませんが、先日もGDPが実質年率で-28.1％とコロ
ナによって経済に影響がでておりますので今後は影

響を受けるかもしれませんが現在は順調です。

短期的に見ると良いのですが長期的に見ますと私も
今回調べてみて驚いたのですが住宅建築業界は一
言で言いますと完全に斜陽産業化しております。

皆様、日本で一番多くの住宅が建てられた年はいつ
ごろかご存じですか？

新設住宅着工数（分譲マンション、賃貸マンション、ア
パート、戸建住宅の全ての住宅）で表しますが、その
着工数は今から32年前がピークでそれから現在まで
右肩下がり着工数を減らし、様々な経済危機（90代
のバブル崩壊、アジア通貨危機、ITバブルの崩壊、
リーマンショック）また、昨年も消費税が10％に上が
りましたが消費税の導入（3％、5％、8％）も大きな影
響を受けこれらの影響を経て現在はピーク時の半数
に着工数が激減しております。

ピーク時から現在までGDPは400兆～550兆に経済
は成長しているにも関わらず着工数は半減しており
ます。

これから日本も人口減、少子高齢化によりよくゼロ成
長の時代が来ると言われておりますが住宅建築業界
はこれからの日本を先取りしているように思われます。
そこで本日はこれまでの着工数の推位とこれからの

■10月8日（木）、10月は米山月間と共に、経済と地

域社会の発展月間でもあります。

　社会奉仕委員会のフォーラムがあります。辻 義光

委員長よろしくお願いします。

住宅建築産業について

藤本 淳司 会員

地区米山副委員長の末松 大幸様がお見えになりました。



展望をご説明いたします。

近年、私も肌感覚で実感しておりますが建築業は
様々な職種の方々に依って支えられておりますが大
工さん、左官の職人さんがめっきり減ったなと実感し
ております。人手も不足しておりますが確実に高年齢
化して来ています。

建設業だけが影響を受けている訳ではございません
が、働き手についても調べてきましたのでお話させて
頂きます。

（新設住宅着工戸数の推移）

1988年　新設住宅着工数のピーク…167万戸

1991年　バブル崩壊…134万戸（20％減）

1996年　1995年の阪神淡路大震災の復興需要

1997年消費税増税駆け込み需要
…163万戸

1997年　消費税の反動減…118万戸

1998年～2006年…120万戸前後推移

2007年　姉歯耐震偽装事件

2008年　金融危機リーマンショック…78万戸

2019年　現在…85万戸

（木造住宅新設着工数の推移）

木造住宅新設着工数
　H11年 57万戸 → Ｈ30年 54万戸…5％減

※この期間の新設住宅着工数は25％減

（延床面積の推移）

H11年 119百万㎡ → H30年 76百㎡
19年間で約32％減少

※この期間の新設住宅着工数は22％なので1戸
当たりの延床面積が減少してより一戸当たりの
延べ床面積が狭くなっている傾向があります。

（今後の予測） 

①新生児
去年 新生児数 90万人を割り87万人
1947年以降統計で最低を記録

②人口減
去年日本全国で約50万人減　11年連続で減少
※大阪府東大阪の人口規模

これらの影響で2040年　41万戸

③世帯数の減少
世帯数も減少に転じており空き家の問題も大き
くなってきます。

現在　　　  約850万戸

2023年頃　約1100万戸

2038年頃　約2200万戸
総戸数約7,000万戸の30％

（大工職就業者数の推移）

1980年　94万人　60歳以上の割合7％、30歳未
満の割合が26％

2015年　35万人　60歳以上の割合39％

（新設住宅着工数と大工職就業者数との比較）

新設着工数　　　  80年代から現在　約55％減少
大工職の就業者数  80年代から現在　約30％減少

新設着工数の減りよりも早いスピードで就業者が
減っている事が分かります。
80年代当時と今は工業化や部材の規格化が進ん
でおり単純比較できませんが大工職が受け持つ1
当たりの戸数が増加しています。

（建設業全体の就業者）

15～24歳　1997年 約77万人
2014年 約24万人

25～34歳　1997年 約130万人
2014年 約73万人

35～44歳　1997年 約131万人
2014年 約129万人 

44～54歳　1997年 約182万人
2014年 約107万人

55～64歳　1997年 約124万人
2014年 約114万人

65歳以上　1997年 約41万人
2014年 約59万人

対策として女性の職方も増え、外国人や外国人実
習生などを活用し今では多くの現場で女性や外国
人の方を見慣れるようになってきましたが、それだ
けでは人手不足を補うことは出来ません。

このような事から今後、需要、供給共に逼迫していく
と思われますので早急に対策を取って行かないとい
けません。



9月6日（日）10：00～開明中学校・高等学校にて文
化祭が開催されました。

新型コロナ感染拡大防止のため入場制限。マスク着
用、来校時の検温の状況にも拘わらず、今年度の「困
難に打ち勝つ」：Beat!のテーマに沿って生徒たちは

開明中学校・高等学校文化祭 インターアクト担当  檜皮 悦子

プレゼンテーション、手作りのマスク販売等など様々
な企画をしておりました。

制限された中でも懸命に取り組んでいるインターア
クターたちに応援をお願いいたします。

9/14～/15の間、ZOOMでガバナーエレクト研修セ
ミナーが開催されています。

辻 一夫会長エレクト年度のガバナーの研修です。こ
の後DGEはフロリダ州オーランドで国際協議会への
参加が義務付けられています。会長エレクトがPETS
に出席する義務があるのと同じです。 

私も補佐時代の一年を含め四年間ロータリーコー
ディネーターとして研修に関わってきました。

今年度が最後となりますが、他地域の地域リーダー、
他地区リーダーと出会い、多くの友人を作ることが出

ZoomによるGETSに参加して 高島  凱夫

来ました。この様な機会を与えて戴いた大阪中之島
ロータリークラブの皆様に心から感謝申し上げます。



●出席報告
会員数 36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 1名 国内ゲスト 0名
出席者 31名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 88.57 %
8月20日の修正出席率 82.85 %

ニコニコBOX10
9

辻（一）：涼しくなりました。元気にニコニコ頑張りま
しょう。

村上：藤本会員、本日の卓話楽しみにしています。ニ
コニコ

栗山：あいかわらず暑いですね。

戸田：藤本さん、建築の卓話楽しみにしています。

辻（義）：ニコニコ

高島：誕生祝有難うございました。西田さん、希望を
叶えてくださり感謝

吉田：ニコニコ

山本：藤本さん、卓話楽しみにしています。

嶽下：ニコニコ

下岡：ニコニコ

前田：少し暑さもましになってきましたね。
結婚祝い、事業所創立記念のお祝いの御礼

檜皮：藤本さん、卓話楽しみにしています。

北村（薫）：藤本さん、本日の卓話宜しくお願い致しま
す。ニコニコ

西田：藤本さん、本日の卓話楽しみにしています。ニコ
ニコ

満村：藤本さん、卓話よろしく

小原：ニコニコ

本日合計 : ￥34,000
累　計 : ￥275,000

●本日のビジター
地区米山副委員長（大阪淀川RC） 末松 大幸 様

小　鉢 焼茄子　糸花松魚

三枡
 八　寸 小付　伊勢海老菊花和え　占地　法蓮草　菊花
  出汁巻玉子　里芋田楽　穴子八幡
 かます香煎焼　鯵小袖寿司　木の葉生姜

 造　り 鯛松皮造り　北寄貝　レモン
  大根　茗荷剣　芽物一式　山葵

 焚　合 鯛煮付け　大根　土牛蒡　絹さや
  人参
台　物  すずき杉板焼き　栗毬揚　エリンギ
  はじかみ

食　事 白ご飯

香の物 沢庵　海苔佃煮

留　椀 味噌汁　豆腐　なめこ　三つ葉

9月10日のメニュー

●メイクアップ
上山 英雄   8 月  7 日 八尾東RC

9月18日（金）ブルーバーズ ルーフ トップテラスにて
家族会の下見を兼ねた親睦委員会の懇親会を行い
ました。

猛暑も落ち着き夜風が心地良い中、大阪城真横の屋
上テラスという迫力あるロケーションで楽しく開催い
たしました。

ご参加いただいた皆様ありがとうございました。

親睦委員会 懇親会 親睦委員会  梅原 一樹


