
第 2828回例会

≪司 会≫  川崎 依子 君

≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪BGM≫   ジョージ・ウィンス トン

「 AUttUMN」 (秋の音 楽 )

≪ゲスト》 NPO法人静岡山の文化交流センター

理事長 山本 良三 様

平成 29年 10月 5日  天候 曇 り

少々、苦言 めいたことをお話 しさせて頂きます。

毎回出席 グループよ り出席率の報告があ ります。 ここに

きて出席率の低下が顕著で、 ものす ごく気がか りであ り

ます3初回こそ 96%の 出席で したが 8月 17日 以降 90%
を割 る出席 となつてお り例会の在 り方など考えさせ られ

会長 としての責任 も痛感 してお ります。

出席率だけがクラブの活動の評価だ とは思いませんが

例会がロータ リーの活動の根源・根本だ と、考えてお り

まづ。

今年度、 “親睦"と “奉仕"を メインテーマ として掲げ

させて頂 き、静岡東 ロー タリークラブの活動の全てがこ

のテーマを見据え、 これに向か うもの として、すべての

委員会や グルーブ、会員に認識 。理解 をお願い しま した。

例会の出席率は、会員一人一人の、職業人 として 個

人 として、社会人 として、そ してロータリアンとして

ロータ リー とい う団体・グループについての認識度、重

要度、関心度の表れの “物差 し"だ と思います。

その意味では 今、会員のロータリーヘの、活動や魅力

や関心が、イマイチであるとの評価である、と考えます。

会員、一人一人の ロー タリーに対す る意識が向上 し関

心が高ま り、出席率が向上す るには、例会の充実がまず

は大切だ と思います し、補完す る意味での様々な親睦や

奉仕の為の活動の活性化 も重要だ と考えます c

それぞれの委員会・グループの役割や事業の実施 につ

いて、今一度それぞれの委員会・グループにおいてよ り

一層の魅 力ある活動の実施のための研究、アイデアの提

供、協議 をお願い した く思います。

個人的には、ロー タリーの基本は、入会により、社会

的な活動の輪が広が り、活動 を通 じて会員相互のきずな

が深 ま り、永 くお付き合いの出来 る仲間が増え ロー タ

リアンとして、そ して何 よ り “人"と して成長できる組

織だ と考えます。

以上、最近、例会や、様々な事業での準備活動 を通 し

て感 じたことをお話 しさせて頂 きま した。

会員の皆様 の、クラブでの活動への更なる、積極的な

ご協力をお願い し、会長挨拶 とさせて頂 きます c

あ りが とうございま したcよ ろ しくお願い します。

≪ビジター≫ な し

≪本 日のお祝い≫

お誕生 日

10月 5日 り‖口 尚宜 君

10月 6日 宮城 展代 君

≪会長挨拶要旨≫

結婚記念 日

10月  7日 安本 守男 君

10月 11日 大村 幸代 君

高田 雅司 会長

皆 さん、こんにちは。 今 日は何をお話 しさせて頂こ

うかここ2,3日 思いを巡 らせていたのですが、適当なテ
ーマも思い浮かばず先週に引き続いてクラブの状況と

例会に出席 し思いついた事に付きお話 しさせて頂きます。
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理事長 山本良三様

≪来賓卓話≫

「静岡市の広葉樹の森づくり」

NPO法 人静岡山の文化交流センター

皆さん、こんにちは3今 日は静岡百「の広葉樹の森づく

りについてお話 しをさせていただきます。

私は 1958年 に静岡大学山岳部に入部 して以来、多くの山

に登っていますが、現在では日本山岳会の理事をや りも

う10年になっています。自然保護に関係する多くの方に

囲まれ幅が広が り「自然保護」に目が覚めました。当時

は「
自然保護J「環境保全Jに 関してアゲンス トの風でし

たが、今では様変わ りです.

さて私は 2000年 に 5 haほ どの土地を買いログハウス

を建てて、森づくりをや りました。山の手入れの基礎を

学び、2005年には南アルプス山岳図書館構想を打ち出し

2010年 には寸又峡に完成 し、今では 7000冊 の本が貯蔵

され、本を眺めながら談笑する場になっています.2006
年には静岡登山文化センター構想を提案 し、2014年 NPO

法人静岡山の文化交流センターを設立しましたc南アル

プスの環境保全と利活用 。自然保護を中心に取 り組んで

います。

さて、このセンターのスローガンは「知の普及J「価値

の創造J「共生と調和Jの 3つです。

静岡市は、全域面積 (約 14万 ha)に 占める森林面積 (約

10万 ha)の割合を森林率といいますが、76%と なってお

り、日本全体の 67%を上回る高い率となっています。世

界で 60%以上の国というのは、日本・スエーデン・フィ

ンラン ドのみであり、静岡市はそれより高い水準とい う

ことになります。

また、日本の森林はヒノキ・スギ・カラマツが多いも

のの、その値段は下落傾向にあるのが現状です。本材 自

給率は一時期 20%ま で ドがったものの、徐々に_ヒがって

お り、これは今注目を浴びている木材から生まれた新素

材 「セルロースナノファイバーJ等が寄与していると考

えられます。

静岡森林の現状を中し上げると、様々な課題がありま

す.例 えば、静岡の森林は 「杉・拾の単相性で植え過ぎ

感Jが あります。杉や檜は浅根性であり、 方の広葉樹

は深根性。広葉樹は天災に強いのに対 し、杉や檜ばか り

です と急峻な斜面が多い静岡では心配です。

また 「急峻な斜面は伐採搬出の面で {ぅ 困難Jな土地が

多 く、「人 口も減少、住宅数 も減少 しているなか、杉・槍

の需要 も減少 Jし ています。「伐採難、国産材在庫不安定、

品質に難 あ りJ、 それに対 し「品質 も安定 してお り、在庫

も十分は外材は国内需要の 70%)を 占めているJの が現状

です。
「単相林は固定資産税が高いのに対 し、広葉樹林 (雑

木林)は低いJ等 々、他 にも様々問題があ りますが、こ

れについては 「政治が動かなければ解決 しないJと 考え

ています。

原本取引流通はま さに 「蛤壺状態Jで あ り、ここを解

消す る必要があ ります。 中間業者が暗躍 し、漁夫の利 を

得てお り、原木価格の相場や市況がない現状を改め 「統

一市場Jを作るべきです。

また品質統一基準を作 り、需給アンバランスを解消す
べき、そ して、広葉樹化補助金制度や間伐・除伐補助金

市1度改定などや るべきことも多いはずです。
「森林は放置状態Jで林野庁は機能 していない としか言

いようがあ りません.こ れは各者F道府県林に した らいい

のが私の持論です. 3兆 円以上の赤字を抱えている状態

です c

この立場だか ら言えることも多い と思っています。まだ

まだ道半ばですが、引き続 き頑張っていきますご

≪スマイル報告≫

新間 桂子 君   本 国のゲス ト卓話 に山本良三 さん

をお迎 えで きま した事 にスマイル致

川 口 尚宜 君

します c

誕生 日のお祝いあ りが とうござい

ます.51歳 にな りま した。聖路加病

院名誉院長であつた故 日野原先生の

100歳 まで現役で働 き、ビンピンコロ

リを 目指 して、後 49年がんば ります。

祈念 してスマイル します。

3時間ほ ど前、台湾 に住む長女が

女児を出産 しま した。 いわゆる高齢

の初産で心配 しま したが、母子 とも

にiTE康 のよ うです。感謝 してスマイ

ル します。

高柳 正雄 君

≪出席報告≫
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

10/5 54(51) 10

9/28 55(51) 39 12

9/21 55(52) 37 15 8 7 86 53%

(会 報作成 新井 健― )


