田辺東ロータリークラブ週報

2012－13年度

VOL.39 No.16

第1858回 例会

2012年10月31日（水）

2012-13年度RI会長：田中 作次
第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ： 北中 登一
創立：昭和49年5月15日
会長：橋本隆
幹事：吉本正美
会報：前田吉彦

司会者
唱

事務所：田辺市下屋敷町81－10
きのくに信用金庫田辺支店3F
Tel 0739-24-6427 Fax 0739-34-5008
E-mail t-eastro@mb.aikis.or.jp
例会：毎週水曜日 12：30～

橋本 隆 会長

歌

出席報告

“紅 葉”
福留

栄仁

会員数

君

52名

3名

欠席者数

本日出席率

11名

77.55％

10月17日修正出席率 100％

ヴィジター
和歌山ＲＣ

義務免除

竹中 喜廣

様

田辺ＲＣ 榎本 長治 様

ニコニコ箱
（敬称略）
◇お世話になります。
田辺ＲＣ 榎本 長治 様
◇新入会員 福留栄仁君 卓話頑張って下さい。
藍畑・後藤・平野・木村・畔田・中川・小倉・
岡本・坂本・武田・竹村・谷峯・谷本・玉置・
上原・早稲田・山本・吉田・吉本
◇１ヶ月ぶりの復帰です。入院中
お世話になった方有難うござい
ました。減塩、減酒、品行方正
で頑張ります。
愛須
◇愛須君復帰おめでとう。
橋本・丸山 博・坂本
◇地区大会で橋本会長、吉本幹事、お疲れ様でした。
谷中
◇宮城県 女川町、南三陸町、志津川町を視察研修
をしてきました。現場は無惨で声も出ませんでした。
泉
◇谷中さん酒に酔って私の脇腹をひねらないで下さい。
癖かなー。焼酎何杯も作ってくれて有難う。 佐田
◇お花頂きます
福留

会長報告
■本日のプログラムは新会員卓話として新会員の福留
栄仁君です。後ほど、よろしくお願い致します。
■10月27日(土)、28日(日)地区大会が開催されました。
27日(土)は吉本幹事と私、会長が参加致しました。
28日(日)は多数の会員が参加してくださいました。
ご苦労様でした。

■ガバナー事務所より「国際ロータリー2013年規定審
議会の立法案集」のデータが送られてきました。RI
（国際ロータリー）のホームページに掲載されたも
のです。2013年4月21～26日、米国にてＲＩ規定審
議会が開催される予定で、2013年2月頃、各クラブ
が賛成・反対等の見解を提出する見込みです。「立
法案」は400ページにも及ぶ膨大なものです。ご入
用の方はPDFでお渡ししますので、事務局迄お申し
付けください。
■本日は奉仕食となっております。
ご協力よろしくお願いいたします。

幹事報告
■例会日時変更
◎和歌山南ＲＣ
11月30日(金)→ 11月30日(金)12：30～
場所：ルミエール華月殿 ＜例会場変更＞
■メークアップ
◎10月28日(日)ＲＩ2640地区2012-2013年度地区大会
地区大会参加者
■回覧
◎田辺市暴力追放協議会様より 「平成24年度『田辺
市暴力追放決起集会』について御礼」
◎田辺保健所衛生環境課様より
「平成24年度麻薬・覚醒剤乱用防止運動の実施に係る
街頭キャンペーンについて（依頼）」
◎「麻薬・覚醒剤乱用防止運動の街頭キャンペーン」
出欠表（11月10日(土) 午後4時～5時）

http://tanabe-east-rc.com/

◎ロータリー文庫より「決算表」
◎「米山寄付9月度迄集計表」

本日のプログラム

◎「R財団寄付9月度迄集計表」
◎地区大会事務所より「地区大会参加の御礼」

会 員 卓 話
福留 栄仁 君

■掲示
◎田辺ＲＣ様より「第６回 田辺弁慶映画祭11月3日(土)
平野功二監督『田辺祭』『舞姫』」
のポスターをいただいています。掲示しております。

国道９号京都西立体千代原トンネル工事について
■連絡
◎ガバナー事務所より「ＲＩ2640地区2012-2013年度地
区大会プログラム」と記念講演-1のレジュメをいただ

現在、私が担当している仕事の紹介をします。

きましたので、出席できなかった会員の各自トレーに
入れています。

【工事概要】
国道９号は、京都市内中心部から京都 府北西部へ

◎ロータリーの友11月号、各自トレーに入れています。

と続く主要幹線道路としての役割を担っています。

よろしくお願いいたします。
◎社会奉仕委員会の事業として「平成24年度麻薬・覚醒

現 道 は ４車 線 で 交 通量 は 約 ５万 台 / ( 2 4 h ）と 多 く 、
千 代原口交差 点付近は、 朝夕の混 雑時に 著しい 渋滞

剤乱用防止運動街頭キャンペーン」に参加いたします。
ご協力お願いいたします。
日時：11月10日(土) 午後4時～5時
集合場所：オークワオーシティ田辺店 宝くじ売場前

委 員

会 報 告

◎ 社会奉仕委員会 岡本 博 君
麻薬・覚醒剤乱用 防止運動
街頭キャンペーン
11月10日（土）4時～５時
集合場所：オーシティー田辺店3階宝くじ売り場前
メークアップになります。参加お願いします。

◎ 新世代委員会

平野 好史 君

留学生ユルバさんの近況報告します。
先日の地区大会満喫していました。
今後の予定として11月3日・4日・5日
ＡＦＳ日本協会（高校生の交換留学の団体）主催にて
東日本大震災被災地の宮城県に行く予定です。
日本語以外禁止なので日本語を覚えるのにいい機会に
なると思います。

が 発生し、歩 道幅員も狭 いことか ら事故 等も非 常に
多い場所です。
この交通渋滞の緩和や事故減少効果に 併せて歩道
部 の電線類地 中化を行い 快適で安 全な道 路を目 的と
して９号京都西立体交差事業が進められています。
千代原トンネル本体工事は、千代原口 交差点を中
心 として延長 ３７０ｍの 区間に地 下構造 の道路 トン
ネ ルを発注者 ：国土交通 省、施工 ：鹿島 ・鴻池 特定
建設工事共同企業体 において構築されました。
交 通渋滞が激 しい交差点 付近では 地上の 道路交 通機
能 を確保して 施工するこ とが必要 であり 、土被 りも
約 ６ｍ程度と 薄いことか ら、パイ プルー フを用 いた
非 開削工法（ 世界 最長 Ｌ＝１５ ０ｍ） を採用 して
います。
アプローチ部については、トンネル本 体工事への
取付け部を㈱鹿島建設において現在施工中です。
【工事の特徴】
１．非開削部施工
ディープウ ェルにより 地下水位 を低下 させた 後、
両 立坑口から パイプルー フ内部空 間に水 平薬液 注入
を 行い地山を 安定させた 後、全断 面工法 で掘削 し、
支 保 工 を約 １ . ９ ｍ 間隔 で 設 置し て 行 き ます 。
貫通後は、 ボックスカ ルバート を順次 構築し てい
きました。
２．開削部施工
昼間は現道 を４車線を 確保し、 夜間に おいて は作
業帯を設け、２車線を確保して工事を行っています。
トンネル部地下水の吹上り対策として 、地中連続
壁 及び底盤改 良（薬液注 入）によ り止水 処理し てか
ら施工を行っています。
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