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本年度会長方針

例会日／毎週月曜日 12:30 〜 13:30
例会場／広島サンプラザ TEL（082）278-5000
会 長／松野 正信
幹事／上杉 昌幸

広島サンプラザ

2018年３月５日

会長時間
会長

松野

正信

３月は水と衛生月間です。
地球上に水が存在したからこそ、私達生命体が
生まれました。
地球の水の98％が本日の卓話につながる海水で
す。残りの２％が淡水ですが、人類をはじめ動植
物が利用できるのは0.01％です。家庭の浴槽の水量
に例えるならおちょこ１杯しかありません。
日本では蛇口をひねれば、安全な水を利用でき
ますが、世界では約７億人が利用できない状況に
あります。衛生といえばトイレの事です。衛生管理
されたトイレを利用出来ない人口は25億人にのぼ
ります。
また年間180万人の子供達が、不衛生な水や劣悪
な衛生環境が原因で命を落としています。
水と衛生はロータリーの６つの重点分野の一つ
でありますが、他の５つに影響する重要な問題で
す。安全な水を求めて水汲みをしているのは、子
供や女性です。その時間が無くなれば、学校に行
けて基本的教育と識字率向上につながります。女
性は社会進出ができ経済と地域社会の発展に貢献
できます。生活水の源流の川上と川下の紛争解決
にもつながります。疾病予防と治療と母子の健康は
安全な水が基本です。
1907年シカゴに公衆トイレを建設したのがロー
タリーの最初の社会奉仕でした。このことからも水
と衛生はロータリーの奉仕活動の基本だと思います。
今までロータリーの活動によって安全な水が利
用できるようになった人は2300万人。衛生設備を利
用できるようになった人は2100万人。全体の数パー
セントしか改善できていません。すべての人が利用
できるようにロータリーは2030年を目標としていま
す。
個人としてクラブとして出来る事を考えていき
たいと思います。
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「将来（これから）について語り合い、変化に対応しよう！」

第 972 回

2018年
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話

「アサリやカキを育てる海の環境」
瀬戸内海区水産研究所

日向野

純也 様

日本列島は海に囲まれ、その海
岸線は３万km以上に達します。
日本列島は縦にも横にも長いた
め、亜寒帯から亜熱帯まで気候
の幅が大きい上、海岸近くでも黒
潮や親潮などの海流の影響を受け
て、多様な環境が形成されてい
ます。一方、瀬戸内海のように陸に囲まれた海は、
海水交換に時間がかかるため（外海水と混ざって
半分に薄まるのに半年）、陸域の影響を強く受けた
環境が形成されています。
瀬戸内海には広島県では太田川、岡山県では高
梁川、その他の大小河川が流れ込んでいますが、
これらの川からは土砂と栄養を含んだ水が流れ込
んでいます。
川から流れ込む土砂は干潟や浅い海を形成する
とともに、やや深い海底にも砂場を形成します。
特に干潟ではアサリなどの二枚貝の生息場所やク
ルマエビやカレイなどの子供の成育場所になりま
す。干潟の沖にはイネなどの陸上植物に近いアマ
モ場があり、稚魚などの保育場になっています。
また、川から流れこむ水（地下を通って流れ込む
湧水も同様と思います）には、窒素やリンやケイ素
などの栄養塩、各種のミネラルなどが含まれており、
これらが植物プランクトンや海藻の生産を支えてい
ます。さらに、人間活動に伴って生活排水等が処理
施設等を経由して海に流れ込みますが、ここからも
大量の栄養塩がもたらされます。ブリやマダイなど
魚の養殖でも、餌を与えることによって育てている
ため、食べ残しや糞尿由来の物質が環境中に排出さ
れます。すなわち、自然の営みに加えて人間活動に
よる栄養塩やその他の物質の負荷が、海の環境を豊
かにするだけでなく、過度になった場合には赤潮や
貧酸素化といった現象が発生することになります。
瀬戸内海では、かつて赤潮が発生し「汚れた海」
のイメージが定着していましたが、昭和48年に瀬
戸内海環境保全特別措置法が公布されて以来、排
水基準が強化されて瀬戸内海の水質は著しく改善
されました。最近では、綺麗になり過ぎて、養殖
されているノリが色落ち（本来黒褐色になるとこ
ろが黄土色になってしまう）したり、アサリの生
産量が減ってしまうなど、海の生産力が落ちてき
たような現象が見られています。
このように変化を遂げている瀬戸内海ですが、中
でも廿日市はユニークなアサリの生産方式や日本で
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も有数のカキの生産地として知られています。廿日
市市の大野では100年以上前からアサリの養殖が行
われてきました。他の地区のアサリ生産体系との大
きな違いは、一般的にはアサリ漁業は海で自然に
育ったアサリを早い者勝ちで漁獲しますが、大野で
は干潟を区画で仕切って個々の漁業者が田畑のよう
に管理してアサリの世話をし、収穫する方式を取っ
ていることです。最近では宮島に定着したアサリの
子供を大事に保護して育てて、地元産のアサリとし
て生産・販売されています。また、カキはホタテ貝
の殻に幼生（赤ちゃん）を付着させて採苗し、１年
半程度育成してから収穫します。廿日市では地御前
や大野といった全国に名の知られた良質なカキが生
産される漁場があります。また、地元で採苗から育
成まで一貫して行われており、これも地元産のブラ
ンドに一役買っているということができます。
このようなブランドのアサリやカキが生産出来
るのも、宮島のように自然が保護された豊かな環
境が海に良い影響をもたらしているからであると
考えられます。これからも豊かな環境を守り続け
るために私たちは海の環境をよく知り何をすべき
か考える努力をしていかなければなりません。

阪神淡路大震災でも、神戸市と近郊地域では同
じ震度７でも、神戸市内と比べると、近郊地域被
害の程度は軽く、人的な判定要素が入っていた為
と考えられています。
この後すぐに、震度階は改訂され、現在は「計
測震度計」による震度になっています。
一方、建物に求められている強度は、どのよう
なものかと言いますと、建築基準法の耐震性能は、
「震度６弱から、震度６強の下の方」程度といわれ
ています。
震度７に耐え得るような性能は求めていないと
いうことです。
現在の建物の必要耐力は、比較的皆さんが思っ
ているほどの耐力がないのかもしれません。
その事を、知ってくだされば幸いです。

「会員卓話」
大藤

第 974 回

広島サンプラザ

良治 会員

2018年３月26日

会長時間
第 973 回

広島サンプラザ

2018年３月12日

次年度理事会報告
副会長

会長時間

松本

猛

理事会報告
副会長

松本

猛
グループ７ ガバナー補佐
迫田勝明様

奨学金授与

卓

話
奨学金授与

「建物のおはなし」
有田

伸治 会員

建物と震度について、お話をし
たいと思います。
気象庁はある時期までは、震度
は体感及び周囲の状況から推定し
ていましたので、それまでの震度
はバラツキがありました。
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「会員卓話」
松浦

光男 会員
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「物流パレットの現状」
松本

第 975 回 （株）WOOD PRO

職場訪問例会

猛 会員

「パレットとは：フォークリフト等を用いて荷物
を運搬する時に用いるスノコ状の台である。」
（ウィ
キペディア）と書いてあります。形状種類として
は大きく分けて二方差しパレットと四方差しパ
レットに分けられます。二方差しパレットは通常
の物流に使用され四方差しパレットは海外への輸
出時にコンテナ等へ積載する時に使用されます。
素材は昔から木材を使用することが多かったです
が近年はプラスティックパレットの需要も食料品
関係を主に多くなってまいりました。木製パレッ
トは破損した場合に補修ができる利点があり、冷
凍倉庫や高温製品などのプラスティックパレット
では対応しにくい現場ではまだまだ多く使用され
ています。プラスティックパレットは商品衛生の
関係から先に述べたように食品系の物流で多く使
われています。価格もかつては木製パレットの３
～４倍していましたが海外向けのワンウェイ〈輸
出で一回限りの使用）などは価格差が無くなって
きています。
輸出向け国による仕様でもいくつかの制限があ
ります。
中国向けでは自国の製品であるポプラLVL（単
板積層材：単板を繊維方向を揃えて積層、接着し
た軸材料の木質材料である）で製作したパレット
を推奨しています。
EU圏では基本的に木材やスティール等のリサ
イクルできる素材以外は輸入で認めていません。
（LVL、プラスティックはNG）木材のカビ発生を
抑制する薬についても2013年９月からの「EUバイ
オサイド規制」をより強化し2017.3月からは指定薬
物を使用した薬は一切使用できなくなりました。
（中四国地方では当社のみがバイオサイドに適応し
た薬剤を使っています）パレット形状についても
ユーロパレットを推奨しております。
USAを含む大多数の国も木材の移動時に害虫の
拡散予防の為に臭化メチルを使用した燻蒸処理か
56℃以上で30分加熱する熱処理を義務づけていま
す。これに対応するため当社には２基の熱処理窯
を設備しています。
これらの規制は各国の政治や輸入制限等の色々
な要素を含んでおり状況によって急に変更になる
ことも多々あります。
国内事情：最近メディアで運送に携わる人手不
足がよく報道されますが運転手不足に対応する為
に今後一層パレットの需要は増えてくると思われ
ます。とくに農産物の生産地からの集荷や水産物
の漁港からの集荷は未だに手積みの現場が多く、
到着したトラックがそのまま帰ってしまう笑話も
聞きます。パレットはフォークリフトがなければ
使えないのでそこをクリアーしなければなりませ
んね。
総括：当社は木材パレットを中心に月産10000枚
以上を製造しておりますがユーザー様のそれぞれ
の御要望に応えながら供給していくことは大変で
すが逆に言えば大きなビジネスチャンスと思って
今後も精進して行く次第です。

2018年４月９日

株式会社WOOD PRO
廿日市市峠245-33

第 976 回

広島サンプラザ

2018年４月16日

会長時間

理事会報告
幹事

上杉

昌幸

誕生祝

入会式

柏木栄一新会員
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活動報告

話

水保全活動

「ロータリーと私」
中井

第 977 回

広島サンプラザ

御手洗川清掃

2018 年３月 11 日

千津子 会員

桜の木の土壌に薬剤を注入しました。

2018年４月23日

夜間例会

カラオケ同好会

2018 年３月 26 日
ジュエット

在広 RC 合同懇親ゴルフ大会
2018 年４月 29 日

広島カンツリー倶楽部 西条コース
上杉幹事Ａ組準優勝でした。
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