
第 2598回例会

≪司 会》  杉田至弘 君

_≪合 唱≫  「君が代」「奉仕の理想」

≪BGM》  あわてんぼうのサンタクロース

≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター》 平澤正明 君

石井陽次郎

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

(御殿場 RC)
君 (静岡RC)

結婚記念 日

12月 6日 勝山國太郎 君 12月  6日 稲森照男 君
12月  6日 佐橋 徹 君
12月 11日 伊藤洋一郎 君

≪会長挨拶要旨≫

皆さん こんにちは 12月 はロータリークラブの家

族月間です。

12月 20日 (本)に は 「年末家族会」が当ホテルにて

開催 されます。親睦グループの皆さんが工夫を凝 らし

て楽 しい企画を用意 して下さるようですので御家族お

誘いあわせの上で大勢の皆様の御参加を期待 していま

す。

さて、最近の事件では山梨県の笹子 トンネルの天丼

板が崩落 して 9人の方が亡くなられた事故が大変衝撃

的な出来事でした。 トンネル最上部から天丼板をつ り

下げる「吊り金具」が 130メ ー トルに及ぶ崩落区間で

全て落下していたことが判つています。吊り金具を固

定するボル トが老朽化 して金具ごと可能性があるとみ

られているようです。中日本高速によるとボル トは

1977年の設置から 1度 も交換 していなかったとみ ら

れます。点検は作業員が懐中電灯で目視を行なつてい

たといい、老朽化に伴 うボル トの腐食やコンクリー ト

の経年劣化見落とした恐れもあるそ うです。それぞれ

の金具や天丼板は鉄筋等で繋がっているために、一ヶ

所でも外れると連鎖的に負荷が懸 り崩落規模が大きく
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なる可能性があるそ うです。

静岡県内では、笹子 トンネル と同じ構造の天丼板が、

高速道路以外では国道 1号静清バイパス上 り線 賤機

山 トンネル と、国道 150号下 り線新 日本坂 トンネルの

2か所にあることが判つています。賤機山 トンネルは

1997年、新 日本坂 トンネルは 1978年の開通だそ うで

す。又全国では、37か所、49本の有料道路と国道に

同様の天丼板の方式の トンネルがあるそ うです。

今回の事故の後現在改めて報道 されているのが 1

都 3県を走る首都高速道路の老朽化問題です。首都高

速道路はNEXCO(東 日本 。中日本 。西 日本)の高

速道路に比べ、古く総延長 300k mの うち地区 40年
以上たった区間が 97k m(32%)あ り、地区 30年以

上を含めれば 145k mと ほぼ半分に達 しているそ うで

す。補修を必要 とする損傷は全体で 97,000か所にの

ぼ り維持・修繕に年間 500億 円を掛けているのですが

損傷個所は年々増えているそ うです。首都高速道路会

社は大規模更新の検討を始めたそ うですが、中間報告

では、設計基準が厳 しくなった 1973年 より前に設計

された大型車両の交通量が多い 「1号羽田線」等の 6

路線 (75k m)が 大規模修繕や大規模更新の対象にな

つています。
「想定外」とい うこともあるのか半Jり ませんが、公

共施設等の安全性を見直すルール作 りや検査体制等見

直して、亡くなられた方の死が無駄にならない様にし

て頂きたいものです。

≪年次総会≫

すでに発表されていた 2013-
下の通 り了承されました。

【理事 12名 】

(会長 )

(直前会長 )

(会長エレク ト)

(幹事)

(会長ノミニー)

(会計)

(会場監督 )

14体制につき以

高柳正雄 君

戸塚敦雄 君

伊藤洋一郎 君

高田雅司 君

未定

杉山明喜雄 君

森下登志美 君



(奉仕 P」 委員長)       大村幸代 君

(会員増強委員長)       宮川7巴 君

(ク ラブ広報委員長)      由利浩志 君

(ク ラブ管理運営委員長)    中嶋達郎 君

(ロ ータリー財団 。米山委員会) 上田直弘 君

【役員 10名 】

(会長 )

(直前会長 )

(会長エレク ト)

(幹事)

(副幹事)

(会長ノミ■―)

(会計)

(会場監督 )

(副会場監督)

(会計監査 )

(ク ラブ研修 リーダー)

≪会員卓話》

「静岡東ロータリーの I

IT推進を担当しています相

原です。はじめにお断 りしてお

きますが、私は ITの専門家で

もなんでもなく、試行錯誤を繰

り返 しながらなんとかやってい

るのが現状です。
HPの改定に昨年から取 り組んでいます。HPが新

しくなったため、旧来の 「お気に入 り」や 「ブックマ

ーク」では見ることができません。もう一度、YAH
OOな どで 「静岡東ロータリー」と検索していただき
1番上に私たちのHPが出てきますので、登録をもう
一度行なっていただければ幸いです。

現在、会報は定期的にPDF化 してHP上に投稿 し

ています。新 しい会員の方も、「会報ライブラリー」の

なかで古いバックナンバーが見ることが出来れば便利
であると考えます。

ロータリーによっては費用削減を考えて、会報のペ

ーパーレス化 (印刷 して配布 しない)を実行 していま

す。この点については、将来の議論に委ねたいと思い

ます。

家族会やゴルフ会などの写真も少 しずつ整理 し 一

元管理できればと思います。

たとえば、「くらく会」などのメンバー表や活動など

も昔のものがそのまま掲載 されています。 こうした

個々のコンテンツのアップデイ トもこれからの課題で

す。

また、「新着情報」が充実すれば、諸会合の場所や時

間をそこで確認できて便利になります。
フェイスブックも試行的に何人かでやっています。

今後 とも、修正を加えながら、また、作業フローの

充実に努めながら前進 したいと思つています。

今年は良いことが 5つ、悪いことが

1つ。良いことは 2か ら3年後に大き

な花が咲くと思います。それまでは内

緒です。スマイル してなかったので

まとめてスマイル します。

結婚記念 日のお花、有難 うございま

した。

結婚記念 日のお祝いを有難 うござ

います。いつも家内が喜んでお りま

す。

先週の例会では長寿のお祝いを戴

きました。何の仕事もせずに年ばかり

とり少々恥ずか しい思いもいた しま

したが、有難 うございました。

誕生祝を有難 く頂戴 し、スマイル し

ます。

次年度理事、役員をご承認いただい

たことに感謝して。次年度も戸塚年度

同様のご支援をよろしくお願い しま ~
す。

相原さん、お忙 しいなかで「IT推
進」のお役 目をお引き受けいただいて

感謝 しています。本 日は卓話もお願い

していますので、スマイル致します。

12月 20日 の年末家族会は今 日現在

75名 の参カロを戴きました。年の瀬を

飾るイベ ン トとして親睦チームが秘

策を練っているとのことで楽 しみに

しています。戸塚年度 も折 り返 しで

す。会員各位のご協力に感謝するとと

もに引き続きのご支援をお願い しス

マイル します。

結婚記念のお祝いを有難 うござい

ました。事務所にお花が届いて、それ 一

がお店からではなく「クラブ」 (静岡

東RC)か らとわかると、ホッとしま

す。妻にも報告ができます。

誕生 日プレゼン ト、たいへん有難 う

ございました。静岡に来て 3年 目とな

り、明るく楽 しく仕事にも頑張 りたい

と思っています。

11月 29日 の第 2回食べ歩きの会に

多数 ご参加 をいただき有難 うござい

ました。当日はたいへん楽しい時間を

過ごすことができました。お忙 しいな

かご出席いただいた皆様に感謝 して

スマイル します。

高柳正雄 君

戸塚敦雄 君

伊藤洋一郎 君

高田雅司 君

川崎依子 君

未定

杉山明喜雄 君

森下登志美 君

串山正幸 君

足羽諸治 君

伊藤洋一郎 君

T推進についてJ

相原 雄治 君

≪スマイル報告≫

足羽砧治 君

(超大口)

稲森照男 君

(大 国)

佐橋徹 君

(大 国)

司馬速 君

(大 国)

勝山國太郎 君

高柳正雄 君

戸塚敦雄 君

杉 田至弘 君

伊藤洋一郎 君

久野義彦 君

大角晋朗 君

≪出席報告》
員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

57(55)

11/29 57(55) 9

11/22 57(53) 8 84 9100


