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桜の中央公園と天覧山

“ 世界へのプレゼントになろう”
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吉 田 譲 二

「ロータリーの心を実践しよう」
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間邉会長
我等の生業
星 裕治様

【会長報告】
温度差が激しい日が続きます。花粉症もあ
る人は大変です。もうしばらくの辛抱だと思
います。Ｇ月信「『母子の健康』月間に因んで」
「ロータリーは、
母子の健康を改善し、
５歳未満
の幼児の死亡率を減らすための活動と研修を
支援しています」
。最近のニュースでは幼い
子のへの虐待が多く、胸が痛むところ。引き
続き地味な活動を続けていきたい。
【幹事報告】
シダックス法人団体カードを配付しました。
◎例会変更のお知らせ
◇入間南ＲＣ
・４／２６（火） 竹の子と落語の夕べ 点鐘１８時半 寿々喜
・５／３（火） 例会取止
（定款６―１―Ｃ）
３１ ５／２９・３０親睦旅行に振替
・５／２４、
・６／２８（火） 新旧役員慰労会
◇新所沢ＲＣ
（定款６―１―Ｃ）
・５／３（火） 例会取止
・５／３１（火） 移動例会
・６／２８（火） 移動例会 今年度最終例会
【委員会報告】
◎親睦活動委員会
神田（敬）君
ご参加よろしく。
６／８大松閣にて夜間例会。
◎細田（吉）会員
４／１０ウオーキングイベント後援の件は
ご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
４００人弱の参加。間邉会長はじめ若い会員

に手伝って頂き有難うございました。
【出席報告】

伊澤出席委員
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【Ｍ
Ｕ】
３／１８（日高）田辺君
３／２４（入間）土屋（良）君
【結婚・誕生日祝】
中山親睦活動委員
◇入会記念日おめでとう
安藤君、島田君、土屋（良）君、髙橋君
坂本君、大野（泰）君
◇結婚記念日おめでとう
石井君、増島君、矢島（巌）君、小川君
吉田（武）君、前島君
◇会員誕生日おめでとう
１本橋君、１７伊澤君、１８大附君
２１大野（泰）君、２３沢辺君
◇夫人誕生日おめでとう
６柏木夫人、坂本夫人、２３神田（康）夫人
【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ
・結婚記念日祝い有難うございます。矢島（巌）君
小川君、石井君、吉田（武）君、前島君
・誕生日祝い有難うございます。
大附君
神田（康）君、伊澤君、大野（泰）君、沢辺君
・入会記念日祝い有難うございます。安藤君
大野（泰）君、島田君、土屋（良）君
・星様ようこそ。本日はよろしくお願いします。
沢辺君、間邉君、和泉君、小川君
土屋（崇）君、吉田（行）君

・早退
安藤君
本日計５２，
０００円、累計額９９４，
０４１円。
◎２０日例会当番は神田（敬）、川口会員です。
【卓
話】
講師紹介
沢辺プログラム委員
福島県相馬市ご出身。日本大学農獣医学部
林学科卒、
埼玉県庁に林業の専門職として就職。
森づくり課長、農林部副部長を歴任し現職。
私が県議、市長時に大変お世話になり、昨年
ドイツ視察での実質的な企画・責任者です。

埼玉の林業について
（一社）埼玉県治山林道協会 専務理事

星 裕治様

「林業が辛い」
「木材が安い」等の話は皆知っ
ている。それとは違う話をとの沢辺会員から
の要望でした。獣医の父が相馬から割愛で埼
玉県庁に来て、私も縁あって就職しましたが
先週も相馬に帰りました。南相馬は取り上げ
られていますが、相馬の松川浦は魚の種類が
多いため港としては有名ではありません。六
万石の相馬中村藩伝統の「相馬野馬追」５００
騎馬による神旗争奪戦等
（毎年７月開催）
には
私は３０数年行っています。常磐道の放射線量
は下がりましたが、
０．
２～
（楢葉で）
４．
２μＳｖ。
去年開通時には７．
２μＳｖあった所もありまし
た。そういう所は早く通過したいのでスピー
ドを上げますが対面通行７０ｋｍ／ｈ制限がある
ため時間はかかります。
「相馬野馬追」
は世界
一のお祭りだと思っています。是非一度見て
頂きたいと思います。
旅行を企画するのは得意です。南ドイツま
で個人で行く事はなかなか無いと思います。
「海外視察」
は今、
評判が良くないが、今こそ思
い切って見聞を広めるためやるべきだと思い
記念事業として実施。
極力観光は少なく、
特に
環境政策については勉強になったかと思いま
す。ペットボトルはデポジット方式。森林は
手入れするよりも放置して、動物が住み易い
森に作っていく。一部の針葉樹を広葉樹に替
えたりしていました。林業を無視して、環境
優先にシフト。
９０％の食料自給率を誇る国だ
からこそ出来る施策だと思います。本多静六
博士もドイツに留学。日本の森林の伐採・植栽
計画の基礎を作った人で、
日本初の林学博士。
「車１台５００円」
（彩の国みどりの基金）
のお金で
県が作った学習まんが『本多静六博士物語』
によると
「飯能遊覧地」
計画にも関わっています。
「森林の計画」
は非常に綿密で、
全国で１０か年
の基本計画があり、
流域毎にも出来ている。埼
玉は利根川流域。
「属地別森林簿」
は一般には
非公開。森林所有者が自分の所を見たい場合
に見る事が出来る。
「地位」
「地利」
「立地」の３
要素を掛け合わせて森林の
「評価」
となる。税
務当局にも非公開。当局はこれに準じたもの
を路線毎に決めており、それによって相続の
算定をするのではないか。大口の森林をお持
ちの方はこの台帳を有効に使う事も出来るか
と思う。
「資源」
を正確に機能別に把握し計画
が出来、どのくらい伐採し、
どのくらい植えた
らいいかを決める。数字通りには大体実施さ

れない。
「属人別」
もある。
埼玉県は約４割が「保
安林」指定。伐るのに許
可が必要で、林地外への
開発・転用には厳しい制
限があり解除は難しい。
逆にこの「森林計画制度」
「保安林制度」によって日
本の森林は持った、適正
に保たれているとの評価
が国際的になされていると聞きます。
埼玉は全国と逆の森林率で、全国
（６７％）
と
比較すると３２％と低い。国有林１０％。スギが
３３％。雄花のつかないスギを開発して花粉
を少なくしようとしているが私は疑問に思う。
いろんな検定をし、何百年もかけてやっと今
の埼玉に合うスギが出来た。それをいきなり
違う種類のスギに変え、
果たして５０年、
１００年
後に形質が維持されるのか。違う事が起きる
のではないか。強度を保つ事が必要かと思う。
今、
５０年生以上の伐るべき木が沢山ある。
生き物なので成長に限界があり、スギも７０、
８０年位で樹幹が開いてくる。
重心が上に来る
ので雪折れ等も起こる。使うために植えた木
は伐って使わないと無駄になる。間伐も若い
うちにすべきで、
５０、
６０年経っての間伐では
意味が無い。
スギ、
ヒノキが一番成長するのは
２５年生。その時に根が一番張るのです。今、
見てくれだけ抜いて一部の木を使う。林業で
言うと間伐で収益がずっと続くなんて考えら
れない。やはり主伐。一気に小面積でも道を
入れて全部伐ってまた植え直すという事をや
らないと林業経営としてはやっていけない。
「３０年間に３０００ｈａ減った」
と知事は言われ
るが、
Ｓ５７～Ｈ２４年で６％程度と守られて
いる。
Ｈ３２年までの見通しでも
「森林」
は減ら
ない。
「農用地」の減った分が「住宅」
都市化に
使われている。それだけ
「森林は大事」
という
認識もあり制度もある。私は
「ゴルフ場」
賛成
派です。技術的に安全が確保されれば、将来
イモ畑にでもなる。避難場所にもなり、
適正に
運営して頂ければ環境保全のためにも悪くな
い。いろんな考えがありますが、森林に戻そ
うと思えば簡単にはいきませんが戻せます。
飯能の森林面積は県全体の約１２％。飯能地
域で森林を活かして何をするか。鉄道、地域
の人、都市部の若い人達と。どんな連携を誰
とやるかというターゲットを決めて行動する
時期かと思います。協会で作った
「埼玉県地質
図」
（改訂版）や外国の事も参考にしながら、
是非、
日本型あるいは西川型の、
特徴ある発展
が出来るよう祈っております。
平成２８年５月のプログラム
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［担当委員会］

例会取消（法定休日）
【四つのテスト】 森
君
卓話「（検討中）」
本 橋 君
飯能ＲＣ 柏木正之会員［プログラム］
【結婚・誕生日祝】
中里
（昌）
君
卓話
（公社）飯能青年会議所
（忠）
君
中里
理事長
矢島崇行様［プログラム］
卓話「箱根駅伝出場を目指して」 中 山 君
大 木 君
駿河台大学 監督 徳本一善様［プログラム］

