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本日の卓話 土山元治様「熊本城飯田丸五階櫓の震災緊急対策工事について」より
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土山元治様（㈱大林組 熊本城工事事務所所長）
松本秀藏様・大石

勉様（玉名 RC）

本田正美様・松尾

学様（玉名 RC）

田尻忠志様（熊本菊南 RC）

て価値あるものと認識し、社会に奉仕する機会として
会長報告（漆島典和君）

ロータリアン各自の職業を高潔なものにすること」。こ

皆さま、こんにちは。本日は玉名 RC より 4 名の方

れは、職業を通じて社会に貢献することを意味し、他

がお見えになりました。先日 10/22 に創立 50 周年記

の奉仕団体とは異なったロータリー独自の職業奉仕理

念式典を開催され、大盛況でございました。本当に

念です。

おめでとうございます。
さて、本日はガバナー月信 Vol.4 より一部ご紹介

ガバナー月信 Vol.4 は全会員に配布済みです。ご一
読ください。

します。ロータリークラブは 1905 年、アメリカ・シ
カゴにてポールハリスという弁護士を中心に創立さ

例会変更のお知らせ

れ、現在、世界に約 35,000 のクラブがあり、1,230,000

○西 RC～親睦会のため日程場所変更

人の会員が在籍しています。目的は「意義ある事業

[変更前] 11月8日（火）１2：30～

の基礎として奉仕の理念を奨励し、これを育むこと

[変更後] 11月6日（日）8：00～

にある」とありますが、端的に言うと世界で良いこ

[場

とをしよう。また、そのような考え方のできる人材

○05福祉 RC～職場訪問のため時間場所変更

を育てようということです。そして、その目的の行

[変更前] 11月8日（火）１2：30～

動指針として第 2 項に次のことが記されています。

[変更後] 11月8日（火）１1：00～

「職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事はすべ

[場

熊本南 RC 事務局：〒860-8536

熊本市中央区上通 2-1 ホテル日航熊本内

所] 熊本県立総合運動公園

所] 日本赤十字熊本病院

Tel 096-211-2720 Fax 096-211-2721 E-mail：info@kumamoto-southrc.org

○水前寺公園 RC～親睦会のため日程場所変更

委員会報告

[変更前] 11月9日（水）１2：30～

●青少年奉仕委員会（丸山浩之君）

[変更後] 11月13日（日）7：30～
[場

所] 水前寺江津湖公園

○北 RC～合同例会のため日程場所変更
[変更前] 11月10日（木）１2：30～
[変更後] 11月7日（月）１8：30～
○05福祉 RC～りんどう RC 創立10周年記念式典に変更

皆さま、こんにちは。ご案内しておりますとおり、

[変更前] 11月22日（火）１2：30～

11/3（祝）熊本南 RC 杯「第4回熊本県水球競技大会」

[変更後] 11月23日（祝）16：00～

を熊本済々黌高等学校様のご高配により無事開催さ

[場

れることとなりました。尚、当日は屋外プールにて行

所] ホテルキャッスル

○菊南 RC～祝日のため休会

われ、雨天決行です。室内履き等の準備をしてご参加

[日

ください。どうぞよろしくお願いいたします。

程] 11月23日（祝）１2：30～

○りんどう RC～創立10周年記念式典に変更
[変更前] 11月24日（木）１9：00～

●スマイルボックス（西川尚希君）

[変更後] 11月23日（祝）16：00～

○松本秀藏様・大石

[場

所] ホテルキャッスル

（玉名 RC）

勉様・本田正美様・松尾

学様

Ⅴ

○05福祉 RC～定款に基づき休会

先日の創立50周年記念式典は大変お世話になりまし

[日

た。熊本南 RC 様のロータリーの友情のおかげをもち

程] 11月29日（火）１2：30～

○菊南 RC～定款に基づき休会

まして無事滞りなく終えることができました。全員登

[日

録をいただいたことに無限の感謝を申し上げ、お礼と

程] 11月30日（木）１2：30～

いたします。
幹事報告（坂本研一君）

○漆島典和君・坂本研一君・今村浩昭君・北口 誠君

1.玉名 RC 会長 鶴田倫明様より「創立50周年記念式典」登

本日の来訪者、玉名RC 松本様、大石様、本田様、松

録と出席のお礼が届いております。

尾様、熊本菊南RC 田尻様を歓迎いたします。先日の
玉名RC 創立50周年記念式典は大盛況で、私たちも大
変勉強になりました。また、本日の卓話者 株式会社

出席報告（園田修司君）
会員数

出席数

出席率

前々回
修正出席率

６２名

３９名

67.24％

１００.００％

出席規定適用免除者
名誉会員

4名

大林組の土山様を歓迎します。楽しみで昨夜は眠れま
せんでした。ご来訪の皆さま例会をお楽しみください。
○井上雄一朗君

Ⅹ

熊本地震で大規模半壊した当社本社ビルの解体も終

欠席記録免除者 2名

わり、先日代継宮の漆島典和禰宜に起工式と祈願祭を
執り行っていただきました。漆島さんも多分最低一週

０名（会員数には含まれません）

間は身を清めていただいたのでしょう。実に精悍な顔
つきで式を厳粛に執り行っていただきました。発注者

玉名 RC 挨拶（松本秀藏様）

挨拶にて「夜、東バイパスを通ると、この辺りはすべ
て被災・解体されており、真っ暗でとても国道沿いと
は思えない現状です。次の本社ビルは、熊本県・熊本
市と大きいことは言いませんが、最低でもこの東区の
復興のシンボルとなり、東区の方々に演出より癒しの
一環を担う思いで設計しております。当社側も施工関
係の皆さまも、ただモノを作るのではなく、復興のシ
ンボルを後世に残すという気概を持って施工をお願

皆さま、こんにちは。このたびは10/22（土）開催さ

いします」と挨拶させていただきました。どこまで復

れました当クラブ「創立50周年記念式典」に際し、全員

興への思いを建物に体現できるかわかりませんが、半

登録をいただき誠にありがとうございました。お陰さま

年経ってやっとここまでたどり着けたことを報告さ

をもちまして無事終了いたしました。熊本南 RC 様には

せていただきます。ありがとうございました。

大変お世話になりました。今後ともどうぞよろしくお願
い申し上げます。
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○杉光定則君

り易く説明。5 月 27 日に熊本市との協議で、入江案で

本日の卓話者 土山元治様のご来訪をお慶び申し上げ

進めることを承諾いただきました。（可能ならパワー

ます。また、昨日（10/30）水前寺地区での水まち水

ポイントを紹介）初めて現場を見てから 4 日後のこと

前寺にぎわい祭りも無事開催することができました

でした。あとは、部下と相談しながら業者を交えて

ので、お礼を兼ねてスマイルいたします。

アイデアを出し合い、設計と施工を同時進行させる

○寿崎 肇君

ことになるわけです。ちなみに、「鉄の腕」が緑色を

先日、杉谷PGの葬儀に塚本先生の車に往復乗せていた

基調にしていることで一部のメディア担当者から「熊

だきました。私一人でしたら場所が分からなかったと

本城内の緑とマッチして景観にも配慮されておられ

思います。本当にありがとうございました。

るのですね。さすがです。」とお褒めの言葉をいただ

○水野東洋君

きましたが、正直に「あれは架台の業者のコーポレー

今日は所用のため早退します。お詫びのスマイルです。

トカラーで、大林組が意図したわけではありません。
全くの偶然です。」と正直にお伝えしております。さ

●外部卓話（杉光定則君）

て、この夏の異常な天候は記憶に新しいことでしょ

「熊本城飯田丸五階櫓の震災緊急対策工事について」

う。6 月下旬の大雨、それからは猛暑日の連続でした。

土山元治様（㈱大林組 熊本城工事事務所 所長）

観測記録ではこの夏の 30 度以上の真夏日は 92 日、内
26 日は 35 度越えの猛暑日だったそうです。離島を除
く九州地方の観測地点のなかでも TOP10 に入るくらい、
熊本市は暑かったということらしいですが、そのよ
うな中、毎日汗でどろどろになりながらも頑張って
くれた延 700 人の職人に、ただただ感謝です。皆の思

本日は熊本城の緊急対策工事の紹介を、というこ

いを忘れることなく、今後の復旧復興の大いなる励

とでお招きいただいておりますが、工事の内容につ

みとなるように、大林組は邁進していく覚悟です。

いては当社のホームページから「プロジェクト最前
線」というタグを選択していただくと詳しい内容が掲
載されております。後でこちらもご覧いただければ
と思います。4 月 14 日の前震、16 日の本震から約 2
か月後の 6 月 10 日からこの工事がスタートしたわけ
ですが、本震の直後から今にも折れてしまいそうな
「隅石」と呼ばれる一筋の石垣が、飯田丸五階櫓を倒
壊から守ったということで、熊本地震の象徴の一つ
として注目されていました。ただ、多くの人は石垣
が残っていることが奇跡だということで「奇跡の一本
石垣」とも呼ばれているようですが、建築屋からすれ
ば点で支えられた状態でこれだけの形状を保ってい
るということが構造的にも奇跡に近いのではないか
と思っています。今回の緊急対策工事は建物を倒壊
の危機から救うことを目的とされていましたが、工
事後には石垣が「お役御免」で崩れても良いという感
覚は全くありませんでした。隅石一か所で支えてい
た櫓の土台部分に数か所、支店（支える点）を増やす
という考えで工事に臨みました。櫓を覆うような鉄
骨架台のアイデアは、当時工事長だった入江という
職員の発想です。5 月 23 日に初めて現場を間近から観
察したとき、当初の計画ではダメだと思い入江工事
長に意見を聞こうとすると、彼はすでにスケッチを
描き上げていたのです。「これならいける！」と即座
に決断し、関係者にも強い意思表示を行うべく、工
法説明用のアニメーションを自分でこしらえてわか
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◆RIニュース（国際ロータリーHPより）

らない」とフリーデン氏は加えます。パラリンピック
選手であるポリオサバイバー、デニス・オグベさんも
イベントに出席し、自身の生い立ちについて語りまし
た。3歳のとき、ナイジェリアの自宅近くにあったク
リニックでマラリアの治療を受けていたとき、ポリオ
に感染しました。2000年のシドニーと2012年のロンド
ンのパラリンピックに出場したオグベさんですが、自

世界ポリオデー」にあたる10月24日、アトランタにあ

身が体験する最も難しいチャレンジは「世界からポリ

る米国疾病対策センター（CDC）本部でロータリーと

オをなくすこと」だと話しました。トーク番組「What's

CDC 主催による特別イベントが開かれ、世界の保健専

Trending」の司会者、シーラ・ラザーさんもイベント

門家と著名人が出席しました。『タイム』誌の総合監

に参加し、世界中の人びとが投稿したソーシャルメデ

修者、ジェフリー・クルーガー氏が司会を務め、200

ィアの内容を紹介。さらに、世界中で3,000以上の「世

人以上が出席したこのイベントは、ライブ動画で全世

界ポリオデー」イベントが行われていることも伝えま

界に配信されました。今年8月、ポリオ症例ゼロを2年

した。パキスタンのコート・ディジの遺跡では、大き

間維持したかと思われたナイジェリアで新たなポリ

な「End Polio Now」のメッセージがイルミネーショ

オ発症が確認され、ロータリーをはじめポリオ撲滅に

ンで投影されました。著作家・ジャーナリストである

取り組んできた諸団体にとっては大きな打撃となり

マリン・マッケナさんと、同じくジャーナリスト・著

ました。これらの症例は、最近までボコハラムの支配

作家のジェナ・ブッシュ・ヘイガーさん（ブッシュ元

下にあったナイジェリア北部のボルノ州から報告さ

大統領の次女）もビデオ出演しました。さらに今回、

れたものです。世界保健機関（WHO）は、この地域に5

ロータリーがユニセフの支援を受けて制作したバー

年間、ウイルスが存在していたと見ていますが、世界

チャルリアリティー映像が初公開されました。インド

的にはポリオ症例数は確実に減っています。クルーガ

とケニアの街中にいるような感覚が得られるこの映

ー氏との対談 Q＆A で、CDC 所長のトム・フリーデン氏

像は、ポリオサバイバーの体験をリアルに伝えていま

がポリオ撲滅の進展について語りました。「現在、ポ

す。ユニセフのポリオ撲滅担当ディレクター、レザ・

リオ症例数も、発症者が出ている地域の数も、歴史上

ホサイニさんはこう話します。「これは、ポリオによ

最も少なくなっている」とフリーデン氏。全世界の症

って人生が大きく変わった人びとの様子を伝える優

例数は、今年わずか27件。昨年同時期での数は51件で

れた技術です。ポリオ撲滅活動がどこでどのような人

した。ナイジェリアでの新たな症例を受け、ロータリ

びとを救っているのかを、実際に見てもらうことが大

ーとパートナー団体は、ナイジェリア政府、チャド、

切なのです」この日、フリーデン氏と国際ロータリー

カメルーン、中央アフリカ共和国と協力してさらに活

のジョン F. ジャーム会長は、ポリオ撲滅活動への多

動を強化。経口ワクチンと不活化ワクチンの両方を使

額の寄付を発表。さらに、カナダ政府が1000万ドルの

って約100万人の子どもへの予防接種キャンペーンを

寄付を約束し、元ニューヨーク市長で事業家・慈善家

緊急に実施しました。
「新たな症例が確認されたのは、

であるマイケル・ブルームバーグ氏も2500万ドルを寄

サーベイランス（監視活動）が継続して行われている

付しました。ロータリーは、1979年にポリオ予防接種

ことの証拠」とフリードマン氏は話します。「さらに

活動を開始して以来、ポリオ撲滅に16億ドル以上を寄

症例が確認されたとしても、それは驚くことではあり

付しています。イベントの最後に、ジャーム会長はこ

ません。監視が行き届いていれば、それだけポリオ症

う語りました。「私たちはこの取り組みを30年以上前

例の発見につながるからです」アフガニスタンとパキ

に始めました。以来ずっと、あきらめずに全力を注い

スタンでは撲滅活動が引き続き成果を挙げています。

できました。そして今、この活動を成し遂げる日が近

アフガニスタンでは、2016年現時点までの症例数を昨

づいています」

年と比べると13件から8件に減少、パキスタンでも38
件から15件に減少しています。フリーデン氏は、過去

【例会予定】

に予防接種が行き届いていなかった子どもたちにワ
クチンを投与するパキスタンでの画期的な取り組み
にも触れました。これには、国境や州境、大都市への
境界付近でのワクチン投与所の設置や、ワクチン投与
者チームに携帯電話を提供してデータを迅速に保健
センターに送信するロータリーの活動も含まれてい
ます。「ウイルスを囲って封じ込めていかなければな
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11/14

調整中

11/21

調整中

11/28

外部卓話 調整中

