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ウッドショックをポジティブに 
 コビット 19 の為にウッドショックが起こったとお思いでしょうか。小生はコビット 19
の為に一気に早く大きく起こったと解釈しています。以下は小生の意見です。 
 イケヤ・ニトリの安い家具と所謂高級家具は並び立つと考えています。家具だけで木製
品を語る時代はもう終わりにしようでは有りませんか。住まいそのものを木製品と考えて
はと思います。 
 その為には、住まいそのものの価値観の変更が必要です。勿論色んな法整備がないと進
まないと思いますが、中古住宅市場の価値を上げようではありませんか。日本国内の空き
家が 800 万戸有る話は聞きますが、その全てにリノベーションが効く中古住宅にはならな
いと思います。おそらく半分程度だと想像します。 
 先進国の中で最も貧富の差が小さい日本だからこそ将来の事を考えようでは有りません
か。高級家具であれ、低価格な家具であれ、その空間で生き生きと使われる物は継続して
使おうではありませんか。その中でどうしても廃棄せざるを得ない物は仕方がないにして
も、使える物をわざわざ廃棄すること、もう我々にはそんな時間はないのです。地球温暖
化と言う化け物が襲ってきている現状を踏まえると新しい物作りが求められていると思い
ます。 
 長持ちする家具を作ることも間違った選択肢ではありません。しかし長持ちする高級家
具を買えない方も大勢います。両方の共通する課題を、頭の中で自分を相手に議論する必
要が有ります。日本人はもったいないという言葉を使いますが、そうでしょうか。日本人
が世界中で最も木材資源を大事に使わない民族かもしれません。小生は 1958 年大阪市大
正区で生まれ 10 歳の時大阪市平林に引っ越しました。昭和 62 年に父が現在の住まいを作
ってくれました。以前の二つの住まいは跡形も無いのです。僅か 63 年の年月でこれだけ
無駄を生産しているのです。私達はお化けかもしれない地球温暖化に向かわないといけな
い立場に追い込まれているのです。 
 我々材木屋は構造不況業種と言われていますが、マーケットから必要が無いから不況業
種に陥っているのです。木材を大事にする。地球温暖化も待ったなし。限りなく資源価格
は上がる。職人も限りなく減る。凄く難しいことばかりです。しかし人間は他の生き物に
無い煩悩があります。その煩悩を上手く利用して、色んな要素を上手くマッチングさせる
以外に選択肢がないとしたら如何ですか。 
 服部商店は「無垢の服部商店」では有りません。「服部商店の無垢材」です。その意味
は商品に自信があるのではありません。というより、大事に使って頂ける方にご購入頂け
ることを本望としているだけです。買い付けの前から現地と打ち合わせをして当日現場で
選木をさせて頂き分けて頂いているのがアメリカ材の弊社の商品です。 



この仕事に関わって頂いている方も大勢います。その方達の為にも価値のある服部商店の
無垢材をと言わせてください。宜しくお願い致します。 

コビット 19 に関して友人のアメリカ人にお聞きしました。 

Just now, covid-19 has become a bigger problem in Japan 
About 10,000 people a day are being diagnosed now. 
I'm a bit concerned about it But, I'm sure it'll work out OK. 
I'm always positive! 
I have one question. 
Do you think it is ok for people to travel around yet? 
I've had my 2 shots of Moderna & I want to travel with my family. 
I hope we can go somewhere! 
In Japan, we are all in a quandary  
 コビット 19 の為に 1 日 1 万人以上の感染が広がりパンデミックが最もひどく、少し混乱
しています。少し心配していますが大丈夫だと思います。私はいつも前向きです。1 つ質問
があります。人々が旅行しても大丈夫だと思いますか。モデルナを 2 回打ちました。家族と
旅行したいと思っています。どこか行けると良いのですが。日本では私達は混乱しています。 
Covid is increasing everywhere.  People are traveling regardless of the risk, especially vaccinated 
people.  The government is telling non-vaccinated people to stay home but not discouraging 
vaccinated people from traveling.  It is now considered a personal choice of whether or not to 
take the risk to travel or not if you are vaccinated.  Delta variant is very contagious. You can still 
get Delta Covid even if vaccinated.  You can still spread it if you get it.  You could get sick.  You 
could get really sick.  You could still die from Delta covid even if vaccinated. But risk is low.  Here 
is data they gave today 
About 200 million in USA are vaccinated, roughly 40% 
About 197,000 who have been vaccinated have tested positive for Covid 19 Delta 
About 6000 have been hospitalized with severe covid 19 even though they have vaccine 
About 1000 have died from Covid Delta even though they have vaccine 
 
These ratios match the efficacy data put out by the pharmaceutical companies.  So truth is 
vaccine is not 100% but, it was never pushed as 100%.   but nothing in life is 100% guaranteed 
but that eventually human will die.  Maybe next fall is less risk to travel, maybe it isn’t.  that is 
why I say, it has to individuals choice to take risk.  Many people in USA are traveling within USA 
right now. 
 コビットは至る所で増加しています。ワクチン接種を受けた人々はリスクに関係なく旅
行しています。政府はワクチン接種を受けていない人々に家にいるように言っていますが



ワクチン接種を受けた人々が旅行をするのを思いとどまらせていません。現在ワクチン接
種を受けている場合、旅行のリスクを冒すかどうかは個人の選択と見なされています。デ
ルタバリアントは非常に伝染性が有ります。ワクチンを摂取しても Delta Covid に感染す
れば貴方は病気になる可能性があります。ワクチンを接種してもデルタコビットで死亡す
る可能性があります。しかしリスクは低いです。これが彼らが今日与えたデータです。ア
メリカでは約 2 億人がワクチン摂取を受けており、約 40％がワクチン摂取を受けていま
す。ワクチン摂取を受けた約 197,000 人がコビット 19 デルタの検査で陽性を示しまし
た。ワクチン摂取をしているにもかかわらず約 6000 人が入院しています、ワクチン摂取
をしているにもかかわらず約 1000 人がコビットデルタで死亡しています。これらの比率
は製薬会社が発表した有効データと一致しています。ワクチンは 100％ではありませんが
効果は有ります。しかし人生で 100％保障されるものはありませんが最終的に人間は死に
ます。来年の秋は旅行のリスクが少ないかもしれませんが、そうでないかもしれません。
それが私の考えです。リスクを取ることを個人の選択にしなければなりません。現在アメ
リカでは多くの人がアメリカ国内を旅行しています。 
 私は日本国民として責任を果たすのは当たり前です。その為にはワクチンを 2 回接種し
た人は勿論、感染対策を施しながら、毎日抗原検査をしながら日常を取り戻す行動に足を
一歩踏み出すべきではないでしょうか。 
 ワクチンを体の都合でどうしても打てない方はＰＣＲ検査を毎日しては如何ですか。小
生は積極的に区別をすべきだと思います。 
 区別と差別は違います。差別とは特定の人を不当に低く扱うこと。区別とは違いによっ
て分けること。 
 1 年以上特定の飲食店に負担をしている様に見えますが、本当にそれだけでしょうか。
飲食店にお世話になっている業種は数えきれません。多分 30 業種以上の方が影響を受け
ていると考えています。 
 この状況をもうそろそろ終わりにしましょう。そうでないと日本中の人々の絆がボロボ
ロになります。その為には政府は科学的な指針を示し、はっきりした言葉で我々を説得し
て欲しいと思います。 
 最近 3S と言う言葉を聞きます。説明・説得・責任なしの 3 つのキーワードです。元外
務次官の田中均さんのお話を BS のテレビ番組でお聞きしました。最もだと思います。 
 小生は服部商店の社長です。この 3 つのキーワードを無視した会社経営をしたら会社は
倒産します。会社も国も同じではありませんか。 
 我々は政府の方針を科学的にはっきり聞きたいと飢えていると思います。それがはっき
りしたら、現在漂っている閉塞状況は改善すると思います。 
 ところで昔 3K と言う言葉をよく耳にしましたがその意味はキツイ・汚い・危険でし
た。3K と 3S を単純に比較はできませんが、現在の若者は 3K であってもお給料が高けれ
ば喜んで働きますが、3S で現在の若者を説得するのは簡単ではないと思います。 



 コビット 19 で若者たちは凄く成長して将来の日本を背負ってくれる人間になるだろう
と思います。また、そうなって欲しいと思います。 

(株)服部商店 第５6 期決算 
大売出しのお知らせ 

２０２０年 9 月 1 日～9 月 30 日の期間 

(株)服部商店のホームページの商品をご購入頂いた方に

感謝を込めて販売致します。 

必要な商品を是非この機会に  
9 月 1 日～9 月 30 日 

ダイヤモンド会員  10％+5％＝15％ 
 プラチナ会員   7％+5％＝12％ 
 ゴールド会員   5％+5％＝10％ 
 シルバー会員   2％+5％＝7％ 
 ブロンズ会員   1％+5％＝6％ 
 非会員      5％オフ 
 ＊カード決済の場合は割引不可です。 
 ＊取り置きサービスとの併用は不可です。 
 ＊お手形の方はご遠慮頂きます。 
 ＊月末締めの翌月お支払いでお願いします。 
 ＊ご来社頂きご購入の場合も、在庫確認はネットで行って下さい。 
 ＊ご来社前に必要な商品の御連絡をお願いします。 


