
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

本日のプログラム 
2021 年 11 月 10 日 (水) 

通算第 2988 回例会 

本年度 第 14 回  

場所 瀬戸商工会議所 

例会次第 
・開会点鐘 

・「君が代」「奉仕の理想」 

・出席状況 

・会長挨拶 

・行事  

・誕生日・結婚記念日祝福 

・報告事項 

・委員会報告/その他の報告 

・卓話   

 コンシェルジュ PLUS 

代表 大谷小枝子様 

 「オーダーメイドサービスで 

質の高い満足度を目指して」 

   
 

    
 

 

 

第２９８７回例会 会長挨拶 鈴木政成君 
 

２０２１年１１月１０日発行  第２８０７号    

瀬戸ロータリークラブ会報 
２０２１～２０２２ ＲＩ.２７６０地区  

前回例会 記録 
2021 年 10 月 27 日 第 2987 回例会 
・場所 瀬戸商工会議所 

・出席報告 54 名中  44 名 

出席率   81.48％ 

・行事 出席表彰 

    ・20 年表彰・・・・藤井源成君 

    ・30 年表彰・・・・岡村肇君     

              加藤五津美君 

・本人誕生日  

青山貴彦君  高橋信郎君 

山口記由君  山内敏也君  

・結婚記念日 

   金谷康正君 井上伸也君 

   加藤克己君〔2021〕 藤井源成君 

   加藤唐三郎君 

・卓話        

愛日緑化造園株式会社  

代表取締役 加藤滋様  

「森と暮らす庭づくり」 

 

皆さんこんにちは。本日は第 2987 回の例会、

本年度 13 回目の例会でございます。始めに

本日のゲストを紹介させて頂きます。愛日緑化

造園株式会社 代表取締役 加藤滋様でござい

ます。加藤様は日頃から、瀬戸の森の良さを伝

える活動をされております。今日は色々なお話

を聞けるものと楽しみにしております。本年度、

私共ロータリーも地区としてバッジを付けている

と思いますが、ロータリーではコロナゼロ・カー

ボンゼロを掲げております。そのカーボンゼロ

にちなんで、IM では今年のテーマは「地球を

救う為には、地域の環境を良くしよう」とカーボ

ンゼロの取り組みを行っております。温暖化対

策の 1 つとして、森の果たす役割が注目され

ています。本日は加藤様から、森の事を色々と

学ばせていただき、我々も環境奉仕について

考える機会になればと思いますので、後程

宜しくお願い致します。さて、先程幹事が皆

さんにチョコレートを一つずつ配りました。こ

の 10月 23日犬山ロータリークラブ 60周年

記念式典がリトルワールドの屋外ステージで

行われました。コロナ禍の為祝宴は中止し

て、その代わり園内施設で使える利用券を、

会長、幹事が頂いたので、ワールドバザー

ルでこのチョコレートを買いまして、皆さんに

プレゼントさせていただきました。 

話は変わりまして、本日 14 時から瀬戸市

役所にて、子ども陶芸展の入選作品の中か

ら 3 点の大賞を選ぶ審査が行われます。い

よいよ奉仕プロジェクトも具体的な動きを始

めました。そこで、私は、子ども陶芸展とは、

どんな歴史があるのかと思い調べてみまし

た。せともの祭りは昭和 7 年から始まって、

今年で 90 回を迎えました。そこに廉売市と

瀬戸物人形と子ども陶芸展が始まったと書

かれていますので、子ども陶芸展は去年お

休みしたため、今年で 89 回となり、せともの

祭りの歴史そのものが子ども陶芸展であるこ

とに驚きました。今でも瀬戸市の小学校 16

校１年生から 6 年生迄の全学年が、美術の

時間の中、粘土で子ども陶芸展作品にチャ

レンジするということが行われているのです。

中学校は有志で取り組んでおり、その中か

ら、まず約 100 点の作品が選ばれて、さらに

３点の大賞を教育長と共に、私共ロータリー

クラブで選ぶことになっており、この選ばれ

た作品は CG 動画になると聞いております。

子ども達が作ったキャラクターが動き出すと

いうことですので、非常に楽しみにしており

ます。焼き物の町ならではの、この子ども陶

芸展でありますが、その作品が CG 動画に

なるという試みを、今回の奉仕プロジェクト事

業として行っていただく訳ですが、こういった

新しい可能性に瀬戸の子ども達が夢を繋げ

てくれたら、我々も有り難く、嬉しい限りだと

思うのです。今日の会長挨拶とさせて頂きま

す。 

例会予定 
 

11 月 17 日（水） 
瀬戸労働基準監督署  

署長 浅井文彦様 

 「年次有給休暇の取得義務付け等

について」 
 

11 月 24 日（水） 
休会（祝日のある週）  

 

11 月 30 日（火） 
ガバナー公式訪問 

〔ホスト：瀬戸北 RC〕 

※12 月 1 日（水）例会変更 

RI 第 2760 地区ガバナー  

沓名俊裕君 

「ガバナー公式訪問に因んで」 
 

12 月 8 日（水） 
2021 学年度米山奨学生 タイリン様 

「留学生学生生活で得たものや 

感じたこと」 
 

 

 

 



 

  愛日緑化造園株式会社  

代表取締役 加藤滋様  

「森と暮らす庭づくり」 
 

 
 

皆さん、こんにちは。今日はこのような機会をいただきあり

がたく思っております。森、森林、自然は我々にはとても身

近なのですが、日常生活ではあまり深く考えることはないと

思います。私の独自の考えもありますが、森の現状と私共

がやっている活動についてお話させていただきますので、

よろしくお願いします。 

 まず背景についてお話します。ちょっと話が大きくなるの

ですが、約 4 万年前に日本列島に日本人が渡ってきたと

言われております。その当時、日本列島は 99％が森でし

た。今は 67％まで森は減っております。日本人が渡ってく

るまでは、ナウマンゾウやオオツノジカ、サーベルタイガー

などの大型動物が森の中を動き回っていました。草食動物

は木を食べたり、群れで大きな木をなぎ倒したりし、人が来

る前は明るく山の地形が見える森が当たり前でした。4万年

前に渡ってきて、僅か 2 万年で日本人は大型動物を捕り

尽くし、いなくなりました。大型動物がいなくなると、森にどう

いうことが起こるかというと、非常に暗い森になってしまいま

す。例えば、お花が好きな方ですとカタクリやハルリンドウ

などの自生地をどこかで見掛けたことがあると思いますが、

森の地面に咲くような花は人が人工的に管理しています。

人間が管理する以前、カタクリなどはどのように生き残って

きたのかという疑問が湧きます。人間が来る前は、大型動

物たちが勝手に草取りをしていたというのが歴史の背景と

なります。 

 人間もつい最近までは森へ行って、薪とかの燃料を採っ

ていたので、明るい森でした。最近はそのような燃料を使わ

なくなり、瀬戸以外の森を見ても、特に私有地はジャングル

です。人が入れない、向こうが見渡せないという状態になっ

ております。この森を放置し続けるとどうなるか、ですが、東

谷山や定光寺のお寺のてっぺんには椎の木という巨木一

種類が覆っています。下にはヤブツバキやサツキなどの暗

くても大丈夫な木があり、ほとんど 3、4 種類となっていま

す。本来の森は何百種類と生えているはずが、数種類の

木の森になっています。一旦、暗い森になると、元々の明

るい森にはなかなか戻れなくなってしまいます。例えば、大

学の時に鳥取県の大山のブナの原生林を研究するという

学部に入りまして、ブナという森の巨木を全部調査しまし

た。太い木はいっぱいありますが、こどもはいません。その

理由はブナがどれだけ種を落としても、笹がすごく、笹を食

べる動物がいないので、笹ばかりになり、全ての種が死ん

でしまうということでした。このまま放置すると、非常に種

類が単一的になり、多様性が少ない森になってしまいま

す。樹木の種類が増えると、それを餌とする動物や昆虫

の数が増え、全体として生態系が増えることになります。

逆に減ってしまえば、その樹木を餌とする昆虫も減り、

我々人間も生態系の一部ですので、いつか我々に影響

があるというふうに考えています。恐竜時代には 1 年間

で 1 種が地球上から消滅し、現在は 1 年間に 1 万と言

われています。1 種が減ると、それを餌としていたものも

危機になり、加速度的に種は減っていきます。日本は世

界でも種類が多いと言われていますが、その中でも瀬戸

の森は、木や植物の種類が多く、日本の中でもトップクラ

スです。特に固有種が多く、その場所独自で進化したも

のが 3 割あります。イギリスの固有種はゼロで、瀬戸には

世界に誇る多様性のある森が存在しています。 

 多くの森が戦後復興の時代に森を人工の森に変えて

収益を上げようとしました。薪は使われず、住宅需要で

一気に人工林に変わっていきます。瀬戸市は陶磁器産

業が盛んで薪を使うのでほとんど樹木が無く、スギやヒノ

キを植えても枯れてしまうので植林ができず、あまり人工

林にならず、天然の森が残りました。屋久島のような樹齢

3 千年のような木は瀬戸にはあまりありませんが、多様性

という意味では非常に貴重です。今、森の問題は色々あ

りますが、注目されるのは人工林です。スギ、ヒノキの人

工林をどうしたらいいのか、という話が多いです。私個人

としての考えは、人工林のスギ、ヒノキは森の中では弱い

立場でありますので、放っておいても寿命が来ればその

後は天然林に変わっていきます。人工林の問題は気に

していませんが、今の雑木林のような天然林を放置して

おく方が重要ではないかと考えています。私共の活動

は、森に手を加えるのですが、人が触るイコール人工と

いうことで環境保護の団体の方は森を触ってはいけな

い、と言いますが、本来の森を取り戻そうとすると、大型

動物がいなくなった今、代わりを誰かがやっていかなけ

ればいけないのです。本来の森を守るためのボランティ

ア団体として、森の整備をしているところは全国にありま

す。ただ一方的に奉仕するには無理があり、長続きしな

いのではないかという思いがあり、相互メリットつまり森を

整備する人にもメリットを与えて無理なく活動できないか

と試行錯誤しています。例えば、薪ストーブを若い世代

で使われている方がいらっしゃいます。薪ストーブの燃

料を欲しい方と森を整備できない地主とのお互いのニー

ズを繋ぐ媒体が無く、森が放置されているのが現状で

す。チェーンソーなどは危険があり、ボランティア団体で

は技術が無いので、そこで造園には木を倒したり、切っ

たりする技術がありますので、サポートをしていくようにな

ります。所有者の方も高齢化が進み、森をどうしたらいい

のかわからない人が多く、森をかつてのように整備する

のは地域の課題だと思います。 

 また森の問題は、こういう話を聞く機会が無い、問題と

いう意識が無い、ということで、知らせていきたいと思い、

森のツアーのようなものを企画してお話しています。もう

一つは、大学の時に勉強してびっくりしたのですが、森

がそこにあるだけで CO2 を吸ってくれるとほとんどの方

が思っています。実はこれは間違いで CO2 は吸うので
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ニコボックス報告 
2021 年 10 月 2７日例会 
愛日緑化造園㈱代表取締役 加藤滋様の卓話を楽しみにし

ています。本日は宜しくお願いします。会長 鈴木政成、幹事 

松本哲也 

誕生日をお祝い頂きありがとうございます。61 になりましたがカ

ラ元気でがんばっております。青山貴彦 

誕生日をお祝頂きありがとうございました。高橋信郎 

誕生日をお祝いいただき有り難うございます。６０才になりまし

た。健康に留意して頑張ります。山口記由 

誕生日をお祝いいただきありがとうございます。山内敏也 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。まだ金婚式に

はなりませんが、今回は二人で外食します。金谷康正 

今年も何とか無事に結婚記念日を迎えられそうです。ありがと

うございました。井上伸也 

本日は結婚記念日をお祝い頂きありがとうございました。最近

忘れがちな記念日を思い出す機会となりありがとうございます。

加藤克己(2021) 

あと 3 年で金婚式です。お祝いいただきありがとうございます。

藤井源成 

結婚記念日をお祝い頂きありがとうございます。今後もよろしく

お願いいたします。加藤唐三郎 

お久し振りです。今年になってネクタイしめるのも３回目？で

す。平松啓 

愛日緑化造園株式会社 代表取締役 加藤滋様の卓話を楽

しみにしています！ 

青山稔、井上博、江坂正光、刑部祐介、梶野輝雄、加藤克

弘、加藤克己(2021)、加藤恵子、加藤眞言、加藤光哉、加藤

太伸、加藤令吉、金谷康正、亀井勝、小池芳樹、小林稔、鈴

木伸、高橋信郎、田中靖達、戸田由久、野田由紀子、増岡錦

也、松村晋也、山口記由、山本英雄 

卓 話 
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すが、落ち葉が分解する際には CO2 を出し、森全体で

はプラマイゼロということです。そこで、森の木を切り、庭に

植えたり建築に使い利用するといったことで、また森にス

ペースが空いて、そこに木を増やすのが CO2 の削減とな

ります。 

 今、やっていることをお話します。フォレストニアというブ

ランド名を立ち上げました。フォレストは森で、ニアーは近

いということで、森と人を近付けたいということです。森と暮

らしを繋ぐということで、森のツアーに参加していただいた

り、森を感じるような庭作りをしたり、木工作家と地主さんを

繋いだり、教育の場でも色々やっております。その中の一

つに森間伐の会を立ち上げました。近隣の地主 25 軒に

声を掛け、うち 17 ヶ所の許可を得て、森林整備をしており

ます。瀬戸森プロジェクトとして森を間伐して、会員の薪ス

トーブユーザー、木工作家、燻製、アロマをやっている必

要な方と、地主を繋ぐパイプ役をやっております。今 57

名で、色々課題はありますが、週末は森に行って、森の

整備や間伐作業を進めています。年数が経つと森が明る

くなって地主さんにも喜んでいただいております。 

 次に庭に森の木を持ってくるということで、庭に植える木

は植木と言いますが、我々は森木と呼んでいます。庭の

99％は稲沢などの畑で人工的に作った木です。フォレスト

ニアとしては、森の木を生きたまま庭に移植するということ

を開発しました。日本では前例が無く、造園家としては非

常識な方法ですので、独自で成功するのに 10 年近くか

かりました。何が違うかと言うと、天然の木は同じ木でも形

が違い自然の魅力があります。里山の地域密着でやって

いますので、地元の森を庭に植えることで小さな森が出来

ていって、地域の環境改善にも繋がるのではないかと考

えております。 

 私共の目指すところは、新しい造園業の形です。我々の

技術を活かして、森の再生とかの地域の課題に中心的な

存在になりたいと考えています。このビジネスモデルは地

産地消で、全部瀬戸の森で石もたたきもフェンスも間伐材

を使い、新たな造園業の収入源となり、その収入を得て、再

び森の整備へ投資していくという流れができつつあります。

上手くいけば地元の森を整備する方へノウハウを教えてい

って、できれば全国で地元の森を使った庭作りを広めてい

きたいと思います。森の整備というのは、ボランティアになっ

てしまうと、会社はどこかで回収しなくてはならないので、そ

こで大切なのは最終的に森木で利益を得る、ということで

す。この技術のやり方が非常に難しく 10 年経ってできた技

術で、画期的であると自分では思っています。 

 今では森ツアーで森の啓発活動を年間約 20回、200人く

らいを瀬戸の森に案内する企画をしており、延べ 1,000 人く

らいの方に来ていただきました。残念ながら瀬戸の方は半

分もいなくて、名古屋とかの都市部の地域の方が多いのが

実情です。ラジオサンキューで月に 1 回、森の話をしていま

す。森の地主 17 軒の方との結びつきを強くして、その森を

どんどん整備して、どんどん使っていく、ただ無茶苦茶使え

ばいいというものではなく、そこにはルールや監視する人が

いないといけない、ただ単にはげ山にしてはいけない、そこ

は手綱をしっかり握っていきたいと思います。 

 最後に覚えていただきたいことです。現状の日本の森とい

うのは自然状態ではない、本当の森ではない、太古からの

森ではないということ、それには何らかの手を加えることで本

来の自然に向かっていくということ、瀬戸市の森は世界的に

非常に貴重な多様性の高い森であるということです。せっか

く瀬戸に住んでいますので、頭の片隅にカーボンゼロの社

会として、森をどんどん使っていかなければ、ということで

す。森木という、そもそも言葉の無いものですが、生きたまま

森の木を庭に移動できるということを普及していきたいと思

っております。是非、会社に帰ったら、どなたかにそういう技

術が進化してできるようになりました、ということを少し広めて

もらえると、認知されて森の整備の方にも繋がっていくかな

あと思います。どうもありがとうございました。 


