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第 2298 回例会 

令和３年 10 月 7 日 
 

斉 唱 「君が代」 

    「横浜鶴見北ロータリークラブの歌」 

ゲスト 米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 

 会 長 報 告  

 

皆様大変ご無沙汰しております。7 月 15 日の

ガバナー公式訪問以降休会となりその間にはオ

リンピックが開催され史上最多の 58個のメダル

を獲得し幕を閉じ、その後すぐに九州・中部豪

雨災害が起き、新型コロナウイルス感染者数の

急増を経て落ち着きを取り戻し気が付けば例会

再開まで 3か月間 7例会が休会となりました。 

ここからは仕切り直しです。皆様方のご協力無

くしてクラブは成り立ちません。現会員の皆様

との結束力を高め、毎週を笑顔で迎えられるよ

う尽力致します。 

続きまして、先日神奈川県が発表した取り組

みについてお伝えします。先月初めに神奈川県

が新型コロナウイルス感染拡大に対応して全国

に先駆けて始めた「家庭への抗原検査キット配

布」について実績の中間報告を発表しました。

抗原検査キットは 9 月から家庭内感染を抑える

ため、ワクチン接種が受けられない十二歳未満

の子どもがいる家庭に配布。9月 16日までに 20

万セットを配り、3800 人が使用しているそうで

す。抗原検査の利用が増えることで「症状が出

ても受診しない」「通勤・通学を控えない」とい

った人に適正な医療を供給できると共に感染拡

大防止に役立つので薬局等でも販売を認める方

針のようです。また、神奈川県の新型コロナウ

イルス感染者数ですが 10 月 2 日には 82 人とつ

いに二桁まで下がってきました。しかし今月に

入ってから人の動きが活発になります。1人 1人

の感染防止対策なしではリバウンドしてしまい

ます。毎週の例会を安心して迎えられるよう、

会員の皆様も引き続き感染防止に留意していた

だくようお願い致します。 

最後に、本日の例会では加藤副会長、堀野会

員増強委員長、佐久間 SAA、生方会計より卓話し

ていただきます。楽しみにしています。どうぞ

宜しくお願いします。 

以上、会長報告でした。 

 

 誕 生 祝  

 

合谷 保爾 会員（８月 ８日） 

宮田 豊和 会員（８月１４日） 

晝間  勝 会員（８月２６日） 

上村 政二 会員（９月１２日） 

石渡 宏衛 会員（１０月１日） 

牧井 秀賢 会員（１０月５日） 

舟木 七郎 会員（１０月５日） 
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 結婚記念日  

 

渡辺 直昭 会員（９月１７日） 

堀野 弘樹 会員（９月３０日） 

田邉 勝久 会員（１０月 ８日） 

赤塚 一志 会員（１０月１６日） 

松田  啓 会員（１０月１６日） 

上澤摩壽雄 会員（１０月２５日） 

 

 

 創立記念日  

 

田邉 勝久 会員（７月２４日） 

石渡 宏衛 会員（８月１７日） 

生方 常明 会員（９月 １日） 

宮田 豊和 会員（９月 １日） 

舟木 七郎 会員（９月１１日） 

松田  啓 会員（１０月 ２日） 

渡辺 直昭 会員（１０月１４日） 

 

 入会記念日  

 

上澤摩壽雄 会員（昭和５３年１０月１９日） 

祝  康一 会員（平成２４年９月６日） 

松田  啓 会員（令和１年１０月３日） 

 

 幹 事 報 告  

 

(1) 2022-23 年度 R 財団奨学生募集の案内と推薦

依頼 

対象者：2022 年 7 月 1 日～2023 年 6 月 30 日

に留学を開始する方。 

推薦期限：2022 年 2 月 18 日まで。 

〈添付資料〉 

〇22-23R 財団奨学生募集のお知らせ 

〇22-23R 財団奨学生募集案内・要項 

〇(A)GG 奨学金申請書フォーム 

〇(B)DG 奨学金申請書フォーム 

(2) オンライン RLI(ロータリーリーダーシップ研

究会)パート 1 開催案内 

日時：2021 年 12 月 19 日（日）9:00～17:00

（アクセス受付 8:45～） 

参加費： 無料 

申 込：〆切日 2021 年 12 月 10 日（金）必着 

※ 今回は受講者の方への事前連絡が必要な為 

急な参加希望には対応できません。 

(3) 2021-22 年度 地区大会の案内 

日時：2021 年 11 月 26 日(金)27 日(土) 

場所：パシフィコ横浜会議センター・YouTube

のハイブリッド会場参加を制限させていただ

いています。 

26 日会長・幹事(女性会員) 

27 日会長・幹事・選挙人・地区関係者(PG・

GE・GN・地区役員・ガバナー補佐・地区委員

長) 

(4) 次週 10月 14日は年間スケジュールにより休

会です 

(5) 10 月 21 日に理事役員会を開催します 
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米山奨学金贈呈 

 

 

米山奨学生 グエントゥアンギアー君 

 

 出 席 報 告  

 

会員総数 ３０名 

今回暫定 ２６／３０＝９０％ 

前々回確定 ２５／３０＝８３．３３％ 

 

ニコニコＢＯＸ 

 

（クラブ会員の為、敬称略） 

長澤 尚明 記念日の皆様、おめでとうござい

ます。加藤会員、堀野会員、佐久

間会員、生方会員宜しくお願い致

します。楽しみにしております。

ここから仕切り直しです！残りの

任期を全力で頑張ってまいります。

皆様のお力添え宜しくお願い致し

ます。 

簡  伸治 記念日の皆様おめでとうございま

す。グエン君お久しぶり。ようこ

そ！コロナも落ち着いてくるので

しょうか。出来ることを探りなが

ら運営をしていきます。ご協力お

願い致します。 

赤塚 一志 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。お久しぶりです。皆様どう

ぞこの時期、ご自愛の程。 

上澤摩壽雄 皆様、お久しぶりです。世界中が

コロナで大変ですが皆様の元気そ

うな顔ぶりを拝見し何よりと思っ

ております。 

鈴木元一郎 会長さん、幹事さんはじめ、執行

役員の方々、コロナ禍クラブ運営

ご苦労様です。お祝いの皆様おめ

でとうございます。 

合谷 保爾 皆さんお久しぶりです。誕生日祝

いありがとうございます。就任挨

拶の皆さん今年宜しくお願い致し

ます。 

晝間  勝 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。就任挨拶の皆様ご苦労様で

す。お世話になります。 

上村 政二 皆様お久しぶりです。お変わりな

く何よりです。本日就任挨拶の皆

様ご苦労様です。各記念日の皆さ

んおめでとうございます。 

仲亀 晃央 ご無沙汰しております。ワクチン

接種も２回終わり、何とかコロナ

感染にはならずに過ごしておりま

す。各記念日の皆様おめでとうご

ざいます。お祝い申し上げます。

皆様とお会いできた事に嬉しく思

います。 

牧井 秀賢 久々の例会３か月ぶりだそうです。

皆様お元気そうですね。本日誕生

日を祝っていただきありがとうご

ざいます。 

堀野 弘樹 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。皆様、大変久しぶりでした。

お元気でしたでしょうか。 
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舟木 七郎 皆さん、こんにちは。各記念日の

皆様おめでとうございます。就任

挨拶宜しくお願い致します。 

田川邦三郎 脊柱管狭窄症になり、左足がきか

ないのです。お祝いの皆様おめで

とうございます。 

佐久間 務 お久しぶりです。このままコロナ

が終息していくと良いですね。 

加藤  進 皆様、お久しぶりです。就任のご

挨拶させて頂きます。 

石渡 宏衛 皆様お久しぶりです。お元気です

か？新型コロナウイルスワクチン

接種しましたか？ 

田邉 勝久 各記念日の皆様おめでとうござい

ます。皆様お元気でしたか？私は

コロナに感染し、大変な思いをし

ました。皆様お身体お大事になさ

って下さい。 

上原 良廣 皆様、お久しぶりです。元気なお

姿拝見し何よりです。このままフ

ェードアウトして欲しいですが、

厳しいですかね。 

宮田 豊和 皆さんお久しぶりです。ギア君今

日はようこそ。 

以下同内容の為、お名前のみ（敬称略） 

松田啓 横山智司 渡辺直昭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓    話  

 

『就任挨拶』 

 

副会長 加藤 進 

 

会員増強 堀野弘樹 

～就任挨拶後のよもやま話にて～ 

本日は 2021年 3月ごろから表面化してきまし

た。ウッドショックのお話をさせていただきま

す。 

現在世界的に木材の価格が高騰していま

すがこれをかつての原油価格の急上昇が

世界経済の混乱を招いたオイルショック

になぞらえて「ウッドショック」と呼ばれ

ています。日本でも住宅建築などに使われ

る丸太や製材の輸入価格が上昇し続けて

おり、その影響から国内で流通する丸太や

製材の価格も上昇、特に輸入製材の価格は

2021 年 5 月に前年同月比 40 ポイント以上
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も高くなっています。こういった木材価格

の突然の上昇により、住宅用木材にも価格

高騰や供給の遅れが生じており、新築一戸

建て住宅市場への影響が懸念されていま

す。 

実はウッドショックと呼ばれる事象は専門家

の間では「第３次ウッドショック」と呼ばれて

いるそうです。「第 1次ウッドショック」とは１

９９２－１９９３年頃マレーシアや北米におけ

る伐採規制強化により木材供給量が減少したこ

とを示し、「第２次ウッドショック」とは

2006-2007 年ごろのインドネシアの伐採規制強

化により木材供給量が減少したことを言うそう

ですが、業界内での話であったので、あまり一

般の方は知らないと思います。私も知りません

でした。 

ウッドショックにはいくつかの原因が

指摘されていますが、その一つがアメリカ

での動きです。もともと超低金利政策によ

る住宅購入ブームが起きていたアメリカ

では、新型コロナウイルスの感染拡大に伴

うリモートワークの普及を機に、市民が郊

外に住宅を購入したりリフォームしたり

する動きが加速しました。特に 2020 年 5

月のロックダウン解除後は住宅建築需要

が急激に拡大しました。2021 年 1 月のアメ

リカの住宅建築許可指数は、前年同時期に

比べ約 30 ポイントも上昇しています。さ

らに、アメリカでは山火事の頻発や虫害に

より木材が不足傾向だったことに加え、コ

ロナ禍で多くの製材所が休業を余儀なく

されたことや、木材輸送用のコンテナが不

足したことなども相まって、木材の需給バ

ランスが崩れ、世界的な建築用木材の価格

高騰、いわゆるウッドショックに繋がった

ものとみられています。そして、そのあお

りを受ける形で日本の住宅用木材の価格

も高騰しました。例えば、2021 年 6 月の「米

まつ丸太」の価格は前年同月比＋ 127%、米

国産角材は前年同月比＋ 130.2%となって

います。またこうしたアメリカの状況に加

え、中国での木材需要の拡大も、ウッドシ

ョックの原因の一つと指摘する声もあり

ます。 

では、ウッドショックによって日本の住

宅市場にはどのような影響が出ているの

でしょうか。特に新築一戸建て住宅販売業

への影響は深刻です。同省によると、新型

コロナウイルス感染拡大の影響が甚大だ

った 2020 年においても、不動産業全体で

は例年とほぼ同じ水準で推移しました。一

方で新築一戸建て住宅販売業は、コロナ禍

の影響を受けて 2020 年 4 月に大きく落ち

込んだものの、8 月までに大きく回復。結

果として 2020 年全体では前年を上回る水

準となりました。しかし、月単位で推移を

見てい くと新 築一 戸建て 住宅販 売業 は

2020 年 8 月をピークとして低下に転じ、輸

入材の価格が上昇に連動する形で低下傾

向が続いています 

新築住宅の購入を検討している人は多

いにもかかわらず、木材の供給不足や価格

高騰が原因で実際の販売が伸び悩み、新築

一戸建て住宅販売業界全体のコロナ禍か

らの回復も足踏み状態にある状況が続い

ています。 

木造住宅は購入価格のおよそ 1 割が木材

費だと言われています。実際、2021 年 6 月

には大手住宅メーカーによる建築費用の

値上げが相次いで報道され、その額は 1 棟

あたり数十万円から 100 万円前後に上ると

言われています。 

こうした事態を受け、国も 4 月 30 日付

で主要業界団体に対して住宅建築向け木

材の適切な発注や、過剰在庫の抑制を呼び

掛ける通知を出すなどして対応を進めて

いますが、しかし、2021 年 7 月現在、具体

的にどのような対策を取るかについては
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示されておらず、また、取引のある木材業

者に私も問い合わせてみましたが、今年度

中はまだこの状況が続くだろうとのこと

でした。 

一部では「アメリカの住宅購入ブームが

去って需要が落ち着けば、ウッドショック

バブルがはじけて木材価格は下落する」と

いう見方も出ているようですが、木材業者

によれば価格の上昇は収まると思います

が、下落はしないのではないかとの見通し

だと述べていました。 

今回のウッドショックを機に、輸入木材

への過度の依存を問題視する声も高まっ

ています。実際、日本では住宅の建築など

に使われる木材の 7 割弱が輸入木材である

ことから、このまま依存を続ければ、たと

え今回のウッドショックを乗り越えたと

しても、海外で木材需要が拡大するたびに

木材の供給不足や価格高騰、つまりウッド

ショックに直面するおそれがあるのです。 

また、木材の他に９月ごろから、給湯器、温

水洗浄便座、電気温水器他水回り関連の設備機

器関係に納期未定の状態になっています。これ

らの原因としては部品を生産しているベトナム

では、新型コロナウイルスの感染拡大の影響で、

街がロックダウンされたことなどにより、ベト

ナム工場から日本に部品を輸出できなくなって

いるということで、現在の進行中の現場ではト

イレがつかない、風呂が使えないなどの影響が

出ていますので、皆様もトイレ、給湯器は今し

ばらく壊さないよう大事にお使いください。 

 

 

ＳＡＡ 佐久間 務 

こんにちは。本年度ＳＡＡ・出席を担当致しま

す佐久間です。２０１０年細沼会長年度でして

以来１１年振りにさせて頂きます。細沼会長懐

かしいですね。久々ですが１年間宜しくお願い

致します。さて本来ＳＡＡ、出席が就任挨拶を

すると言うのは皆無で、渡辺プログラム委員長

の卓話スケジュールの消化戦略に嵌められまし

たが、言われたからにはやるのが身上、就任挨

拶をさせて頂きたいと思います。 

 まずＳＡＡですが、例会はロータリーの基本

であり、前半はゲストビジターの紹介や会長挨

拶、幹事報告や各種お祝い、委員会報告と事務

的な意味合いが強く、後半の卓話は、会員や外

部卓話者により学びの場となります。そして何

より例会での出会いを通して会員間の親睦や交

流を深め、ロータリー活動への造詣を深めてい

く。これが例会の基本ですが、その進行を円滑

に進めていくのがＳＡＡの役割であります。正

式には SERGEANT AT ARMS直訳すると武装した警

護官になります。私は武装はしていませんが格

闘家ですので万が一の際はお任せ下さい。しか

し何とも物騒な直訳ですが、ロータリー百科事

典によると例会の気品と風紀を守り、例会がそ

の使命を発揮できるように設営、監督をする責

任者であるとあり、武装した警護官の気概を持

って例会を運営しろと言う事だと思います。と

言う事で、私は入会して１６年目になりますが、

ロータリー歴での先輩、年齢での先輩、色々い
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らっしゃいますが、例会中の私語、雑談、進行

の妨げになる行為等は遠慮なく厳重に注意をし、

例会の気品と風紀を守ってやって行きたいと思

います。万が一注意をされた方は、私に反感を

持つのではなく、ご自身の反省とＳＡＡの役割

とご理解を頂きたいと思います。決して人を恨

まないよう切にお願い致します。 

 次に出席に関してですが、ロータリーの基本

である例会ですから出席義務があります。ただ

ここからは個人的な意見も入りますが、ロータ

リー活動が出来るのは会社、仕事が順調であれ

ばこそであって、その会社、仕事が順調に出来

るのは個人に余裕、又は家庭円満等私生活が充

実している事が前提になると思います。よって

順位をつければ１にプライベート・家庭、２に

仕事、３にロータリーとなるわけです。出席担

当としては出席率毎回１００％もしくは平均９

０％以上が理想かも知れませんが、ロータリー

の優先順位は３番目ですから、家庭やプライベ

ート、仕事で優先すべき事がある時は欠席止む

なしだと思います。逆に無理して来なくて良い

と思います。但し気乗りがしない、他の日でも

良い予定を敢えて木曜日に入れる等サボりに近

い理由は駄目です。出席率は高いに超した事は

ありませんが、３０人居れば予定も３０通りで

す。その中でどう予定を調整したら例会に来れ

るか、時間のやり繰りの修練です。「忙しい」は

最も通じません。忙しいのは皆同じです。当初

欠席だったが当日やり繰りがついて例会に来れ

るようになった、これは大歓迎です。食事は事

前の用意がないのでカレーライスとか簡単な物

になるかも知れませんが用意は出来ます。予定

の調整と木曜日は例会日という意識付けを以て

出席率を上げられればと思います。一年間ご理

解とご協力を宜しくお願い致します。 

 

会計 生方 常明 

(1)会報発行費：『週報』を内製するためのイン

ク・紙代を増額。 

(2)駐車場費 ：ホテル駐車場の廃止にともない、

例会用駐車料金補助を廃止。 

(3)国際奉仕 ：ジョイセフのランドセル送料。

年々、増加傾向にあり昨年実績に基づく。 

(4)青少年奉仕：聖ヨゼフ学園で開催したインタ

ーアクト大会の費用から減額。 

新型コロナ感染症による奉仕活動の停滞にとも

ない予算執行が滞っているが、貯金のつもりで

ニコニコ会計への協力をお願いする。地区補助

金の「引き出し方」をいろいろと考えていきた

い。 

 

 例 会 予 定  

 

１０月２８日（木）新横浜国際ホテル 

        「就任挨拶」 

１１月 ４日（木）休会 

１１月１１日（木）新横浜国際ホテル 

「就任挨拶」 

１１月１８日（木）新横浜国際ホテル 

         「地区Ｒ財団卓話」 

１１月２５日（木）新横浜国際ホテル 

         「外部卓話」 

 


