
２０２３年 ２月１６日 第１８１２回 例会 

司会ＳＡＡ 相田 東洋雄さん

★本日の出席者  ４９名中２８名（欠席２１名） 

 

★本日の出席率  ５７．１４% 

 

★点 鐘  

 

★会歌斉唱   四つのテスト 

 

★お食事 

 

★会長挨拶         会長 中村 和文さん 

 おはようございます。今週もよろしくお願いします。 

 マスクを外させていただきます。このボイスレコーダ

ーと相性が悪いのか、私のきれいな共通語を認識してく

れずに、ノイズが入いるということらしいです。もっと

歯切れよく話してくれとボイスレコーダーからの合図

のようなので、それなりにお話をさせていただきたいと

思います。 

 ようやく天気も良くなり、立春を過ぎたということで、

昨日・一昨日は少し雪も降りましたが、春らしくなって

きております。除雪をすることもなく雪も消えてくれま

して、ちょっと楽になりました。やっぱり２月ですので、

時節柄、西方さんも非常にお忙しくされて今日はお休み

ですね。私の２月は、残念ながらお金にならなくて一番

忙しい時なんです。しばらくすると暇になるんですが。 

 先日、消雪の片づけをしていましたら、 

私の 2ｍ先位のところに鳥が 

きて水を飲んでいました。そういう様子を見ても「春に

なった」と感じます。鳥の名前も詳しくないですが、 

大島さんの分野なんですが、セキレイという鳥かなと見

ていました。あとは、ヒヨドリ、キジもいました。キジ

は色から雌でしたが、今時はキジも歩いているんですね。 

この辺だから、この様な事を言っていられるんですが、

今、ニュースを騒がせているのが、トルコ・シリア大地

震です。４万人以上が亡くなられたそうです。非常に可

哀想な結果になっています。先週もお話をさせていただ

きましたが、地震の建物の耐震状況が悪いということだ

と思います。いろんな先生方がテレビで解説をされてい

ます。私もあまり聞かなかった言葉ですが〝パンケーキ

クラッシュ〟と言われているみたいです。日本語では

『層破壊』、一段層、二段層と各階の層がペシャペシャ

となっているのが危険だということで、そうなると逃げ

られない、逃げる場所がないです。日本でも阪神淡路大

震災の時に見られたんですが、やはり崩れ方によって、

亡くなられる方が多いということになってしまいます。 

日本では層破壊の逃げ場の無いところに、救助に行く

にはどうしたらいいのかということが、研究をされてい

ます。壊れ方によって救助の仕方を各消防関係の人達が

実践練習を、「こういう時はこうしよう」とされていま

す。ところが今回のようなペシャペシャと倒れた場合は、

コンクリートは重いですから、人間の力ではどうにもで

きないので機械に頼るしかないのですが、残念ながら、

トルコ、特にシリアは重機も無いようですし、ちょっと

日本政府も入っていない所らしいので人命救助も中々

行けないらしいです。そんなことでパンケーキクラッシ
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ュは、非常に危なく、逃げ場がない、たまたま被害者が

いても押しつぶされている形が多い。なかなか大変な地

震だったと思います。 

やはり耐震設計というのは重要で、今になって言われ

ているのが、トルコでは建築恩赦というのがあるらしく

て、これは、耐震構造になっていなくても役所に、お金

なり書類を出せば補強をしなくてもいいんだというこ

とがあるらしいです。本来なら 2004・5年頃から耐震設

計ということになっているんですが、恩赦を受ければそ

んなことはしなくてもいいと、耐震に多額のお金をかけ

なくても、役所に少々お渡しをすれば恩赦で認められる

んだということらしいです。そういうお国柄なんでしょ

うか、ですから今回のような地震で、それなりの被害が

起きたんだということです。 

日本はどうかというと、1981 年以降は新耐震といっ

て構造計算を行っています。その後、構造設計専門の資

格もできて、それなりの設計者でなければ構造設計はで

きないとなっておりますし、役人の人達が検査をする際

は、残念ながら以前は見る人はいなかったんですが、今

は民間委託になりましたので、結構慎重に調べているの

で、ほぼペシャンとなることが私は無いと思っています。  

ところが、一昨日でしたか、学者先生で「日本もペシ

ャンコになるんだ」と言われる方がいたんです。ただ、

そういう学者の先生が本来、構造設計の基準を決めてい

るんですよ。私も所属する建築学会というのがあるんで

すが、そういう先生方が決めているのに対して、それな

りに基準に沿って設計したものに対して、層破壊があり

うるというのは、学会に変更案を出すべきで、それを単

にテレビで発表をするのは、少し順番がおかしいと思っ

ています。今の新耐震であれば、傾いたりヒビが入った

りはしますが、ペシャンとはならないと思っています。

是非、構造にも目を向けていただきたいなと思っていま

す。 

日本の場合は振動が遠くまで行く場合があります。そ

して東北大震災もそうだったんですが、関東から大阪近

辺まできました。周期が早いのは近間ですが、周期が遅

いのは遠くまで行きます。それに合わない、周期に合わ

せない建物を一般的には造っています。だいたい周期で

いうと 1～2 秒ですが、たまたまそれに合った建物は崩

れてしまうのです。超高層の建物というのは、結構揺れ

が酷くて上階になればなるほど船酔いをすると言われ

ていました。これも周期の関係することだと思うんです

けれども、そういうことを含めて計算を考えてしている

ので、構造だけには力を入れていただきたいなと思って

いますし、1981 年以前の建物は診断をしていただいて

補強をすると大丈夫だということです。長岡や新潟の裁

判所は全部補強をされています。 

1981 年よりも前に建てた建物は補強も考えていただき

たいと思います。 

２週に渡りまして地震の話をさせていただきました。 

この次は、別の話を考えたいと思います。 

今日の録音はレコーダーさん、大丈夫ですよね。 

ありがとうございました。 

 

★幹事報告           幹事 近藤 賛さん 

長岡西 RC 創立 40 周年は、皆さまの総意を得て開催に運

びたいのでご協力をお願いします。 

来週 23日は休会ですが、ちょうど長岡西 RC創立 40周年

の開催日の 2 ヶ月前になりますので、それぞれの役割・

担当をご提示できればと思います。メール・ＦＡＸ等で

ご連絡をしますので、ご確認をいただきましてご意見を

お聞かせください。 

 

例会後に、創立 40周年実行委員会を行います。 

 

★委員会報告 

・職業奉仕委員会      委員長 森田 直子さん 

皆さまのお手元に、「職場見学と雪見酒例会のご案内」

が届いていると思います。今回は摂田屋醸造の町、古く

て新しい長岡市の観光スポットを見学します。その後は、

新年会が流れてしまったので、料亭いまつさんで雪見酒

と企画をしています。参加者が少ないと寂しいので、ま

だ迷っていらっしゃる方は是非ご参加ください。よろし

くお願いします。 

 

・ゴルフ同好会           渡辺 雅志さん 

 3 月 25 日（土）4RC 合同ゴルフコンペを、ヨネックス

カントリーさんで開催をします。その後の表彰式会場等

は未定ですが、楽しく騒いでコロナもそろそろ終わりだ

と思いますので、まだ申し込まれていない方は３月３日

までに、事務局に申し込んで下さい。よろしくお願いし

ます。 

 

★ニコニコ情報 

・笹川 正子さんより 

「皆さま、こんにちは。皆さまのお手元に、〝日本商工

会議所の月間石垣〟をコピーしたものが配られているか

と思います。今回の２月号に「ＳＮＳが販路拡大に効く 

インフルエンサーになる！」という特集が組まれており

ます。その中で私が２ページ取材を受けましてインフル

エンサーとして書いてございます。是非、お時間のある

時にご覧ください。 

 昨年７月に、長岡商工会議所 女性会でインフルエン

サーセミナーをしました。その時は、とっとさんの小林

さんから頑張っていただいて企画をしていただいたんで

すが、地域柄からか長岡の方は乗り気でなく、ＳＮＳに

は関心がないんです。それが商工会議所の地区報告書に

チラッと載ったら、直ぐに日本商工会議所から私のとこ

ろにオファーがございました。 

 ＳＮＳの活用は今後必ず必要になります。私自身イン

スタグラムのフォロワーは 65,000人です。ですので、

自分自身のブランディング、ビジネスにも使えるスキル

にもなりますので、皆さまの所属されている団体、ある

いは会社等でＳＮＳの活用のセミナーをご希望されるよ

うでしたら、私をご用命ください。」 

 



★卓 話              平石 優介さん 

「私の成功体験」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★点 鐘 

 

 

 

 

 

 

■ 長岡西 RC創立 40周年実行委員会 

２月１６日（木）例会後～ 

「役割分担」「担当振り分け」について 

於；長岡ベルナール 

 

■ ロータリー財団セミナー・補助金管理セミナー 

２月１８日（土）12：00～16：00 

於；ホテルオークラ新潟 

 

■ 第５分区会長幹事会 

２月２２日（水）18：10～ 

於；ホテルオータニ長岡 

 

■ 米山学友会 一度は体験しませんか？ 

VR体験＆世界各国のお正月 PARTY 

２月２６日（日）11：30～15：00 

於；まちなかキャンパス長岡創作交流室 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✿ 3月 2日(木) 例会のメニュー 

サラダ スモークサーモンと彩野菜のサラダ(小麦) 

スープ 筍と菜花のスープ       (小麦) 

御 飯 ピラフ        (乳成分・小麦) 

一 品 鶏肉のガランティーヌ   (小麦・卵) 

メイン 鯛のポワレ 春野菜のロースト  

  (小麦・乳成分) 

デザート 大将李とココナッツゼリー  (乳成分) 

 

内容に変更が出る場合がございます。 

【次回例会のご案内】 

３月２日（木） 12：30 ～ 

お祝いの日 

例会後に理事会 

於；長岡ベルナール チェルシー 

 


