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第1738 回例会

先週（第1737回例会）の記録

点鐘  

会長会務
先週の例会後県中部を中心とする震度６弱の地
震がありました。鳥取は震度 5 強の強い揺れで
したが、会員の皆様、ご家族そして会社には大き
な被害は無かったでしょうか。県全体で観光面で
は今大きな風評被害がでて、ホテルのキャンセル
それに伴っていろんな食事処、観光地が５～７割
程度減っています。22 日、23 日は多くのイベ
ントが中止や延期となりましたが、合わせて風評
被害が続かないようにしないといけません。
11 月のＩＤＭのテーマは「国内外ロータリー
クラブとの姉妹縁組・フレンドシップについて」
でお願いします。リーダーの方には後程資料を渡
します。鳥取東部では唯一鳥取北クラブが高知北
クラブと姉妹縁組をされています。きっかけは約
16 年前に高知道が開通した時に、中国四国が南
北縦軸で繋がったことで交流が始まりまったそう
です。そして毎年双方が行き来し、高知は鳥取に
カニを求め、鳥取はゴルフと観光で交流を深めて
います。当クラブもこのことについて考えをまと
めてもらいたいと思います。
幹事報告
＊ 11 月のロータリーレートのお知らせ。
＄＝ 102 円
＊例会変更のお知らせ。
鳥取中央 11 月 21 日（月）を 20 日（日）へ
ビジターの受付は 21 日定時定例会場にて
鳥取北
11 月 22 日（火）定款により休会
ビジター受付はありません
＊ガバナー事務所より 地区大会の記念品が届き
ましたので、お配りしています。
事務局、地区大会の代休は 11 月９日（水）です。
＊第２回ＩＤＭを開催いたします。班編成表を配
布しています。11 月１８日までに終了してく
ださい。
出席率
10 月 28 日 会員 50 名欠席 14 名  71.43%
10 月 14 日 メーキャップ
3 名  79.59%
スマイル
＊森下哲也会員 / ①鳥取中部地震で被災された

2016 年 11 月４日（金）12:30 ～ 13:30
君が代斉唱  

    

    

ロータリーソング“奉仕の理想”
会食（中華・＄１００万ミール）
会長会務  
    
＊ビジター・ゲスト紹介。
米山奨学生
張 訳文さん
＊ＲＩ会長代理として千玄室氏をお迎えしての地
区大会に参加して頂きました皆様、大変ご苦労
様でした。航空自衛隊美保基地のＣ２格納庫で
の大会はスムーズでありました。
＊金沢翔子さんの“夢”“翔”の書は魂を感じる
ものがありました。また母泰子さんの子育ては
すさまじく、人間の本性を感じさせられたよう
です。
＊地区大会が終了しました。来年のＩＭに向けて
全力で準備したいと思います。会員皆様のご支
援お願いします。
＊１１月はロータリー財団月間です。
＊１１月の結婚祝いを差し上げます。
児島 良 小林 一 田中章夫 本荘弘幸
山下聖児 米花廉友 倭島昭博の各会員
幹事報告  
    
＊地区大会にご欠席された方は、プログラム・記
念品をお持ち帰りください。
＊クラブ奉仕委員長会議は１１月１８日に開催い
たします。
＊例会後、定例理事会を開催します。
委員会報告  
    
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊雑誌委員会
＊その他
全員協議会「地区大会の報告」   

    

2016年10月28日（金）12：30～13：30

方々にお見舞いを申し上げます。②県森連の前
田会長、 本日の卓話よろしくお願いします。
③油谷さん、大臣表彰おめでとうございます。
＊平野敏和会員 / ①岩崎さん、お世話になりまし
た。②地区大会倭島副会長、牧浦さん、狩野さ
ん行きのバスよろしくお願いします。③油谷さ
ん、厚生労働大臣賞おめでとうございます。
＊山下卓治会員 / 前田県森林組合会長、本日の卓
話よろしくお願いします。
＊吉田 博会員 / 前田様、本日は卓話ありがとう
ございます。
＊山村保雄会員 / 前田会長様、お世話になってお
ります。今日はよろしくお願いします。
＊金田卓也会員 / 油谷さんこの程はご授賞おめで
とうございます。
＊宮本孟尚会員 / 油谷さん大臣賞、受賞おめでと
うございます。
＊油谷博文会員 /10 月 21 日、ちょうど地震の
時に厚生労働省で受賞致しました。ありがとう
ございます。
＊森本和夫会員 / １０月２３～２６日 3 泊 4 日
にて台湾最高峰玉山（3952 ｍ）登山に参加
して来ました。1 日目登山口～山荘まで 8.5
ｋ（6 時間）、2 日目登頂し下山まで 13.5 ｋ（9
時間）の登山でした。80 歳の方を含め 10 人
のツアー天候快晴無風で絶景でした。台湾には
3000 ｍ級の山が 200 以上あるそうです。鋭
い山、深い谷知らなかった山旅でした。（女房
も参加登頂しました）
＊岩崎陽一会員 / ゴルフ同好会お世話になりまし
た。最下位でした。
＊狩野義仁会員 / 皆様、チャリテイーコンペご参
加ありがとうございました。
＊田中好洋会員 /2 週間休みました。四国もよく
揺れました。
＊早退・遅刻４件
合計 24,000 円
＊ロータリー財団特別寄付：１件
ゴルフスマイル
＊狩野義仁会員／優勝。
＊吉田 博会員／楽しいゴルフでした。狩野さん、
おめでとうございます。
＊ＯＢ３件
合計６，０００円
メーキャップ会員
１０月２４日 山下卓治 油谷博文 松島 勇
矢谷英志の各会員 鳥取中央ＲＣへ
ゴルフ同好会 田中好洋幹事
第２回森下会長杯 優勝は狩野義仁さんでした。
ＩＤＭの日程（時間は１８：３０）
１班 １１月１５日（火）場所 未定
５班 １１月１０日（木）ジャパンズ
卓話 「森を活かした豊かな緑を未来へ」

鳥取県森林組合連合会 会長 前田幸己氏
まずは木の状況、山の状況を知ってもらいたい
と思います。山は 50 年振り返ると非常に大きく
変わってきました。山の遅れを取り戻したい。
山の手入れをしたい。
雇用にも関係し、木 1 万立方出すと年間 20
人の雇用ができます。山は二面性をもっており、
産業の面と環境の面があります。この二つのから
みの中で山の整備がなかなか進まないのではない

か、そこをうまく切り割ができれば日本の山は十
分発展できると思います。
日本には 49 億立方の木の蓄積があります。こ
の内年間 7 千万立方使用されて、割り算すると
70 年分の木材があり、また、毎年 7 千万立方大
きくなっているので、毎年使っても 49 億立方は
そのまま残ることになります。その中で 5 千万
立方が輸入、2 千万立方が国産ですがたくさん国
内にある木が使えないか我々の悩みです。
世界的にみて日本の国土の森林率は 68％、ア
メリカは 34％、中国は 22％で北欧ヨーロッパ
の林業国と肩をならべています。山の使い方が日
本とは違うのでそれを見習えばもっと日本の山を
世に出せるのではないかと思います。マツタケを
例にとれば 50 年前はたくさん採れました。それ
は山を整備していたからです。後進国でマツタケ
がたくさん採れるのは山は燃料である、その燃料
を得るために山を整備する。いまの生活は山が無
くても生きていける環境になったから山の整備が
進まないのです。
山の役割は空気、水、で国の計算では日本全土
で 70 兆円、鳥取県は８千億円といわれていま
すがこれはただ値段をつけただけで実感はないで
す。蛇口をひねれば水が出る、空気があるのは当
たり前、空気が汚染されれば山の関心が高まりま
す。原点は山に木がありいろんな役割があり水が
流れ空気がきれいになる。森林組合は山を守り山
の機能を果たし地域で地元の木をたくさん使って
ほしいです 山の中に居住を構えるのも一つの満
足度だと思います。必ずそんな世の中が来ると
思っています。
森林組合の運営も厳しく、平成 16 年着任した
時が 3 億円の売り上げでしたが今は 16 億円と
なり、その成果を認められて天皇杯を受賞しまし
た。
平成 14 年度木材普及率は 18.2%、27 年度
は 33.3％まで上がりました。外材、国産とあり
ますが今一番安い木は日本の杉です。37 年には
普及率 51％にし、政府は林業の成長産業をめざ
す方向の中で我々はその方針に沿っていかに山か
らコストを下げながら環境を守り、木を出すのが
森林組合の使命と思っています。そして、製材所、
工務店といかに効率よく製品化して売って出る
か、これが今後の使命です。またバイオマス発電
も盛んになり、木の燃料供給で山の再生につなげ
ていきたいです。木材は昭和 39 年に完全自由化
になりました。木は国際商品です。山の木は環境
に貢献しています。何とかみんなに山に目をそそ
いでもらいたいです。家を建てるなら日本の木で。
鳥取県産材の利用は地元の山を守る運動につなが
ることをご理解頂きたくお願いいたします。
次週例会予定
２０１６年１１月１１日（金）第１７３９回例会
卓話 会員スピーチ
山下聖児さん

（編集者 徳吉公司）

