
第２３５８回例会報告議事録
日時　２６年１０月１４日（火曜日）
場所　ホテル　マークワン　我孫子
時間　１２：１５点鐘

ゲスト：	なし

　皆様にご協力頂きまして柏東クラブとの合同ガバナー公式訪問例会、クラブ協
議会を行なう事が出来ありがとうございました。ガバナーとの懇談会では瀧日次年
度会長、野田次年度幹事が体調不良のため上村晃一会員にも代理出席して頂き、
ガバナーからの説明で色 ク々ラブとしても変えて行かなければならない点も出て来
ました。その一つに２０１３年度手続要覧で改訂された標準定款の尊守があります。
又、クラブの裁量で決められる細則についても出来るだけ標準細則の活用を薦めら

れました。瀧日年度での改訂で対応させて頂く為にも理事会で検討して行きたいと思っております。

上村文明会長会長挨拶

　９日の合同公式訪問例会はお疲れ様でございました。７日が柏南ＲＣと柏西ＲＣ
の合同でのガバナー公式訪問、８日は柏ＲＣの公式訪問、９日はこちらで柏東ＲＣと
の合同公式訪問で３日連チャンでガバナーにおつき合いさせていただきました。各
クラブ非常に協力的で、ガバナーの意思も伝わり、上機嫌でお帰りになったことと
思います。
　来年２月のＩＭ、５月下旬の１０分区の合同例会が終りますと、私の役目も終わら

せていただけます。皆さま、ご協力いただき本当に感謝致します。どうぞよろしくお願い致します。

松本ガバナー補佐より

　情報研究会が無事成功裏に終わりました。皆さんのご協力、本当にありがとうご
ざいました。
　お亡くなりになった織田ガバナーがスタートさせた希望の風という募金を地区の
方で推奨されています。東日本大震災で保護者をなくした遺児の方への学資義援
金です。来月から例会毎に回させていただきます。どうぞよろしくお願い致します。

丸田ガバナー補佐幹事より

　自分の所では超高層ビルはやったことはないのですが、お話しさせていただきます。
　昭和３８年には３１m以上のビルは日本では建てられませんでした。その当時１０階建ての
ビルがなく、早く１０階建てのビルを作ってみたいなと思っていたのですが、３０数年たって、
１０階以上のビルをオーナーとして設計から持つことができるようになりました。現在、超高
層ビルの研究を仕事柄しておりますので、お話しさせていただきます。
　世界で一番高い超高層ビルはドバイにある８２８m、１６８階のブルジュ・ハリファというビル

です。日本で一番最初にできた超高層ビルは霞ヶ関ビルでした。現在日本で一番高いのはアベノハルカスとい
う大阪の建物です。地上３００m、地下５階です。日本の航空法上、３００m以上は現在建てられません。
　日本は地震について非常に厳しかったため、３１mを突破するには時間がかかりました。昭和３８年まで超高
層ビルについて柔構造と鋼構造のどちらがいいのか論争が１０年以上続きました。
　４５m以上のビルになりますと耐震上の関係で工事費が上がります。
　６０m以上のビルには赤い電気がつきます。１５０m以上の建物は赤い電気が点滅するようになっています。
　地震に対しては、免震、耐震、制震の３つの構造があります。耐震は壊れないように頑丈に作ることで、制震
は地震をいかに吸収して壊れないようにするかで、免震は水の上の船のような形で地震の影響を抑えることで
す。
　超高層ビルで問題になるのは風です。角張った所は音がします。上の方の角の部屋は風を切る音でクレー
ムがつきます。風対策で角を丸くしたり、建物の表面に凹凸をつけているビルもあります。
　最近の超高層ビルの柱は、鉄骨の中にコンクリートを入れているものがほとんどです。
　コンクリートの強度も昔より強くなりました。コンクリートの中にガラス繊維を入れると曲がっても折れません。
　ＬＥＤやペアガラス等によって、省エネのビルが多くなっています。
　水の問題ですが、最上階から水を流すのと、３階から水を流すのと全く違うのではないかと思いますが、水道
管の摩擦の関係であまり変わりません。
　ほとんどの超高層ビルの最新のエレベーターは日本製です。新幹線のような流線型です。今は気圧で頭が
痛くなることもありません。
　超高層ビルには雷は途中に落ちます。ですから壁にも避雷針をつけています。
　タワークレーンは２つの方式でやっています。
　作った後の維持管理や解体の問題等いろいろありますが、それは後ほどお話ししたいと思います。ありがとう
ございました。

Ｑ：高層ビルではガスを使えないのですか？
Ａ：危険なので使えません。気圧等の問題ではなく、爆発した場合のことを考えて全て電気です。
　公共施設にはすべて自家発電がついています。　　　　　　　　　　　　　　（次ページに資料掲載）

上村晃一会員卓話「超高層ビルについて」

・今週金曜日に柏西のチャリティーゴルフに参加される方は、時間に遅れないように行っていただき
ますようお願い致します。
・関口年度の最終のガバナー月信をお配りしました。月信の合本がありますので、関心のある方は
事務局の方にご連絡ください。

服部幹事幹事報告

２０名出席（全員で２６名）　出席率７６.９％
依田委員長出席報告

お名前 メッセージ 金　額
井上会員 １,０００円　

上村晃一会員 卓話をさせて頂きました。 １,０００円　
木村会員 ９／３０移動例会、１０／９例会、お休みいただきました。 １,０００円　

高島会員
１０月１２日（日）東京夢舞マラソン	主催者側として成功裏に終
ることができました。 １,０００円　
誕生祝ありがとうございました。 １,０００円　

星野会員 誕生祝いありがとうございました。 １,０００円　
松本会員 ガバナー公式訪問	御協力	感謝申し上げます。 １,０００円　
丸田会員 産業まつり初出展させて頂きました。 １,０００円　

当 日 計 8,０００円　
今期累計 １23,０００円　

ニコニコＢＯＸ

　１０月２日生まれの高島会員、１５日生まれの小池会員、３１日生まれの星野会
員、お誕生日おめでとうございます。小池会員はお休みですので次回お祝い致し
ます。

高島会員より
　東京夢舞マラソンがおかげさまで約１８００人走り、ボランティアが約
６００〜７００人参加し、成功しました。ありがとうございました。

星野会員より
　本日は誕生祝い、ありがとうございました。一昨年の６８の時はあの世
に行き損ないましたが、今回７０まで持ちこたえました。保険料が元 ３々割
負担、これからも３割負担で残念かなと思います。これからも頑張れるよ
うに努力をしたいと思います。

荒井委員長親睦委員会報告
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環境貢献として、「森の町内会」を応援します。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
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