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第 1367 回例会 平成 27 年 10 月 7 日(水)
＜＜本日のプログラム＞＞
1.点
鐘
月初めの国歌斉唱
2.ロータリーソング「奉仕の理想」
※４つのテスト唱和
3.会長の挨拶
4.幹事報告
5.出席報告
6.ハッピーBOX 披露
7.委員会報告～
♪10 月のセレモニー♪親睦委員会
8.10 月度フォーラム
卓話～「山脇 忍名誉会員」
9.ＳＡＡより次週の案内
１０/14 ~職場訪問「
」
10.点
鐘
理事・役員会
第 1366 回例会記録 平成 27 年 9 月 30 日（水）
■会長の時間
会長 日高邦孝君
皆さん今日は、久しぶりの
例会となりました。シルバ
ーウィーク連休を挟みま
したが皆様はどの様に過
されましたでしょうか？
私はお盆にお墓参り出来
なかったものですから鹿
児島にあるお墓に家族全員で行って来ました。丁度台
風がかかり大変な思いもしたのですがやはり行って
良かったなと思いました。帰りに霧島の温泉等も楽し
むことが出来充実した 2 日間になりました。2 人の孫
も連れて行くことが出来ましたので本当に楽しかっ
たです。16 日の早朝例会に関しまして皆様にお詫びし
たいと思います。私共の認識不足でした。たとえ雨で
も例会ですから集まるべきだったなと反省しており
ます。この例会分の調整はプログラム委員の岩切君よ
り 1 月 6 日に新年会を入れて 13 日を通常例会にして
はどうかという提案をいただいておりますのでごま
た理事会で話し合い決定しましたらご報告したいと
思います。会員本人の代理で配偶者が出席出来るか否
か？という事につきましては理事会で検討の結果、出

席して頂くことを承認致しました。
出席率に反映出来るのか？という事は現時点では答
えは出ておりません。11 月 7 日開催のＩＭテーマ「こ
れからのロータリー ともに学び ともに歩む」の中
で各クラブから質問事項を提出するのですが、そこに
この事を提出してありますのでＩＭパネルディスカ
ッションの中で答えが聞けるかもしれません。皆さん
ご存知のＴＶアニメのサザエさんですが「オープニン
グ部分」が 10 月から半年間「宮崎バージョン」に決
まったそうです。サザエさんが宮崎の観光地や特産品
を紹介するそうですよ！宮崎のＰＲイメージアップ
にも良い事だなと嬉しく思いました。毎年弊社が取り
組んでおります「水平線と花火の・・」イベントボラ
ンティアですが毎年我々のブース隣に出店していた
地鶏炭火焼の企業が今年は出ないと言う事でその分
も我々が受け持つことになり一段と忙しく準備して
おります。出演ゲストの方々もほぼ決まりチケットの
売れ行きも好調だと聞いております。当日チケットは
言って頂ければ割引価格でご用意出来ますので必要
な方にはお申し出下さい。
■ 幹事報告
幹事●林 厚雄君
＜文書案内＞
＊ 中部分区会長・幹事
会のご案内～日時 10 月
20 日火曜日 ホテルメ
リージュ マンダリンに
て
会費 ￥6.000 締切 10
月 13 日
＊ 11 月 7 日（土）西都ＲＣホストＩＭの当日参加者
と懇親会参加者の最終確認を致します。当日参加
18 名懇親会参加 5 名～よろしくお願い致します。
＊ メジャードナー顕彰午餐会のご案内（正岡文郁君
日時 12 月 2 日（水） 場所 ホテルグランパシ
フィック登録料 8.000 円 締切 10 月 30 日
＊ ロータリー財団地域セミナー開催のお知らせ
日時 12 月 1 日（火）場所 ＢＩＦパレロワイヤ
ル 登録料 ￥10.000 締切 10 月 30 日（金）
＊ 職業奉仕（4 つのテスト）委員会研修会のご案内
日時 11 月 21 日（土） 場所 ﾒｲﾝﾎﾃﾙ４Ｆ

登録料 ￥2.000 当日受付にて徴収
＊ フェローシップ委員会活動計画書データ提出のお
願い
＊ 2018-19 年度ガバナー決定について～鹿児島サザ
ンウィンドＲＣ＝「川原篤夫会員」に決定
■ 出席報告
●籾田 直樹君
会員数

26（１） 出席数

免除会員 1 名

欠席数

■ハッピーＢＯＸ披露

20 名

出席率

84.0％

6名

メイク

0

●藤堂孝一君

＜ニコニコへ＞
● 田邉揮一朗君・明美さんご夫妻～9 月セレモ
ニー☆結婚 6 年目になりました。末永く幸せ
に家族 3 人で仲良く暮らしていきたいです。
● 日高邦孝君・裕子さんご夫妻～9 月セレモニ
ー☆結婚して 31 年になりました。今まで頑
張ってきた分自分達へのご褒美として楽し
い人生を送りたいと思います。
● 荒武由美夫人～9 月セレモニー☆今年も素敵
なお花ありがとうございました！！大切に
育てます。
● 永野陽子君～9 月セレモニー☆ありがとうご
ざいます。年を取るのがイヤな年頃になりま
した。43 才であぶらものっている年なので
誰か良い人がいれば紹介して下さいね。
● 藤堂孝一君～9 月セレモニー☆今年で 62 才
です、早いものですね。体に気をつけて頑張
ります。
■会員卓話
●太田 忍君
皆さんこんにちは、本日
が卓話だと言う事で何を
お話しようかとここ数週
間色々と考えて参りまし
た。そこで私が今仕事の
関係もあり気になってい
る事、宮崎海岸の浸食対
策～都市開発計画～日向
大橋の河川工事等に関す
る事を調べて参りました。資料も用意して参りました
のでご覧になりながら御聞き下さい。
海岸の環境や利用と調和を図りつつ、背後地（人家、有
料道路等）への越波被害を防止するために、「浜幅 50m
の確保」を達成することを目指す。(1)養浜をすすめる失
われた土砂の回復のため、養浜を実施(2)養浜の位置と
方法砂の動きや養浜の利点(機動・柔軟的な対応可能)を
考慮し、北側(大炊田海岸周辺)や侵食の著しい箇所で実
施試験養浜結果を踏まえ、陸上養浜・海中養浜を関係機
関との連携により実施(3)ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟの方法当面は、関係
機関と連携した養浜を実施地形測量や各種モニタリング
を実施し、投入位置や量を決定関係機関と連携した、
様々な手法による養浜を検討中長期的には、宮崎海岸
北側や河川からの流入土砂の増加など、砂浜の回復・維

持を目指した様々な取り組みを実施機能②南への流出
土砂を減らす
(1)突堤と補助突堤を設置する
効率的に海岸の土砂を回復させるため、北から南に動く
養浜砂を直接止める(捕捉する)突堤を設置効果の早期
発現のため、補助突堤を設置
(2)突堤・補助突堤の配置と規模
砂の動き(北→南)、一ツ葉 PA 前の砂浜消失状況、離岸
堤の設置状況を考慮し、住吉海岸離岸堤の北側に配置
突堤は、砂の動きの激しい水深約 5m の位置を目安に、
岸から 300m の規模を設定補助突堤は、岸から 150m、
50m(南側より)の規模
(3)ｽﾃｯﾌﾟｱｯﾌﾟの方法
構造物を海中に施工することから、自然現象の複雑さと
社会環境・自然環境の変化に対する未来予測の不確実
性に特に留意し、徐々に突堤を伸ばす
地形測量や各種モニタリングを実施するとともに、併せて
環境・景観・利用の関係者からの声を聴くことにより、毎
年度効果・影響を把握する
把握した効果・影響について、改善や工夫ができることは
ないか、看過できない現象が生じていないかなどの観点
から検証を行い、必要があれば計画を見直す検証の結
果、計画を見直す必要がなければ、引き続き徐々に突堤
を伸ばす機能③浜崖頂部高の低下を防ぐ(1)表面を砂で
覆った埋設護岸を設置越波・浸水の防止に対し、自然堤
防として重要な役割を果たす砂丘の高さを確保 するため、
埋設護岸を設置サンドパックを使うこと、養浜の実施箇所
を工夫し、サンドパックの表面を養浜で覆うことで、 環
境・景観・利用に配慮(2)対策の位置と規模自然浜区間
の浜崖頂部高の低下が懸念される箇所(動物園東および
大炊田海岸など)で実施サンドパック工は暫定天端高(海
抜(T.P.)+4.0m)で施工し、サンドパック工の前面、上面及
び背面(浜崖面との間)に養浜を実施し、埋設(3)ｽﾃｯﾌﾟｱｯ
ﾌﾟの方法

全国初の取り組みであるため、各種モニタリングを行い、
必要に応じて改善する宮崎海岸ステップアップサイクル
に基づき、①地形測量、②環境調査、③利用調査等の各
種モニタリングにより、侵食対策の効果を確認しつつ、修
正・改善を加えながら、段階的に整備を進めます。食対
策の効果や修正・改善については、侵食対策検討委員
会や効果検証分科会、技術分科会において検討を実施
します。宮崎海岸市民談義所を適宜開催し、モニタリング
調査結果の報告、侵食対策実施状況の確認、それらの
修正・改善について談義していきます。また、市民と連携
したモニタリング調査も模索していきます。
土地建物を売った場合の税金に関しての資料もお配
りしております。参考にして下さい。

4 つのテスト 『言行はこれに照らしてから』
1. 真実かどうか。
2. みんなに公平か。
3. 好意と友情を深めるか。
4. みんなのためになるかどうか。

