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本日の行事予定 (2015 年 10 月 16 日) 

第 3034 回例会 

卓話担当：山田章博君 

演  題：「電力の安定供給」 

 
先回の記録（例会） 

第 3033 回 ’15 年 10 月 9 日（金）晴れ 

第 3033 回例会 

卓話担当：住田由純君 

演  題：「迫りくる南海トラフ 

巨大地震に備えて」 

ストレッチ体操 伊藤誠君 
ロータリーソング 「我らの生業」 
ソングリーダー 田中正明君 
ビ ジ タ ー 野崎幸夫君（茅ヶ崎中央ＲＣ） 

会 員 総 数 67名    9月 11日例会分訂正 

出席免除会員  21名    欠 席 会 員    17名 
本日出席会員  58名    MAKEUP会 員    12名 
本日の出席率  86.57％  訂正出席 率   100％ 
超 過 出 席 三谷栄一君、山本達彦君、幅辰雄

君、滝川林一君、寺島淳一君、加藤泰一郎君（第

10回ＩＡＣ例会）、三谷栄一君、山本達彦君（地

区青少年奉仕会議） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

今週、2人の日本人科学者

がノーベル賞を受賞されま

した。国民の 1 人として大

変嬉しく思います。受賞さ

れた方々に対し『心よりお

めでとうございます』と申

し上げたいと思います。 

また、尾張津島秋まつりにハンドさんとご家族、

マライアさんをお招きし、楽しいひとときを過ご

すことができました。田中君、伊藤哲朗君にお世

話になり、ありがとうございました。 

 本日の挨拶ですが、住田さんの卓話に関連して、

地震から建物を守る代表的な 3 種類の構造につい

て話をしたいと思います。一般的な建築物の構造

形式には、『耐震構造』『制震構造』『免震構造』

の 3種類があります。 

『耐震構造』とは、頑丈な柱・梁（はり）・筋交

いなどで建物をガッチリ固めて、揺れに耐える強

度を得る方法です。阪神大震災でも一定の効果が

認められたベーシックな構造ですが、地震のエネ

ルギー（振動）が建物に直接伝わるため、建物自

体の揺れや損傷、建物内の被害（家具の倒壊など）

も大きくなりやすくなります。比較的、簡易・低

コストで施工できるので、現在も多くのビルや戸

建て住宅で採用されており、建築基準法が示す「最

低限の基準」も耐震の考え方が基本となっていま

す。 

『制震構造』とは、構造体に制震装置を設置する

ことで、地震の揺れを軽減する構造です。一般的

に 3～5割、最新のものでは 7割程度の揺れを軽減

すると言われています。制震装置として使われる

のは、振動する機械構造や建築物の振動を減衰す

る“ダンパー”と呼ばれる機器。オイルダンパー

やゴムダンパーなどがあり、地震のエネルギーを

熱エネルギーなどに変換することで、揺れを抑え

ています。また、屋上に重りを付けることで建物

を上から押さえつけるようにして大きな揺れを防

ぐ方法もあります。揺れを抑えるという意味では、

高層マンションを直撃する強風による揺れも軽減

してくれます。 

『免震構造』とは、建物の土台と地盤の間に積

層ゴムなどの免震装置を設置して、地盤の揺れを

建物に伝えにくくする方法です。免震装置は、建

物を支え、地震のときに建物をゆっくりと移動さ

せる「アイソレータ」と、揺れを抑える「ダンパ

ー」からなり、地震の揺れを 8 割以上軽減できる

ものです。室内の家具転倒などのリスクを最大限

抑えることが可能になります。 

これら 3 つの構造がどれほどの効果を発揮する

かは、地震の規模や震源からの距離、建物の規模

や地盤など、さまざまな要因がかかわってくるた

め一概には言えません。コスト面を含め、それぞ
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れにメリット・デメリットがありますが、首都直

下型地震など巨大地震への備えとして、近年注目

されているのが高層ビルの「制震・免震」です。

2011年に起きた東日本大震災では、東京都心の高

層ビルやタワーマンションの上層部がゆっくりと

大きく揺れる「長周期震動」が観測され、その対

策として制震・免震の技術導入が進められていま

す。1974年に竣工した耐震構造の「新宿三井ビル

ディング」（高さ約 210 メートル）では、長周期

震動への対策として、屋上に巨大な振り子式の制

振装置を設置し、重さ 1800 トンの振り子の錘（お

もり）が、揺れの方向と逆に振れることで、長周期

震動の揺れ幅と揺れ時間を大幅に軽減できるとい

います。さらに、制震と免震を組み合わせたハイ

ブリッド構造のタワーマンション建設や、センサ

ーが即時に地震を感知し、コンピューター制御で

揺れと反対方向に建物を動かす「アクティブ免震

システム」の研究・開発も進んでいるそうです。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 10月 10日（土）、青少

年交換学生の第 3 回

オリエンテーションが

名古屋、豊島ビルにて

開催されます。交換留

学生のマライアさんに参加していただきます。 

2. 10月 14日（水)、一宮中央ロータリークラブ

の創立 25 周年記念式典及び祝賀会がウェス

ティンナゴヤキャッスルにて執り行われます。

三谷会長と幹事の私が出席致します。 

3. 11月 1日（日）の地区大会出席義務者の中で、

まだ出欠席のご返事をいただいていない方が

いらっしゃいます。二次会も用意いたします

ので、是非とも参加の程お願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3033回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

野崎幸夫君（第 2780地区茅

ヶ崎中央ＲＣ） 本日はお

世話になります。 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①茅

ヶ崎中央ロータリークラブ

の野崎幸夫（ノザキ ユキオ）君

をビジターとしてお迎えし

て。②先週、ハンドさん、

マライアさんを迎えて尾張津島秋まつりを楽しみ

ました。関係者の皆さんありがとうございました。 

後藤務君 私の奥さんが中日新聞に載りました。

（大きく） 

住田由純君 ①愛西市の農道交差点で、10月 5日

午後車両事故を起こしてしまいました。津島市民

病院へ搬送され、松崎院長さんにお世話になって

います。緊急車に乗せてもらったのは初めてです。

②卓話を担当します。事故の後で頭がおかしくな

っていますが頑張ります。 

篠田廣君 ①孫が生まれました。男の子です。

②お祭でマライアがお世話になりました。 

高木輝和君 先週風邪をひき欠席しました。八谷

君にお世話になりました。 

伊藤哲朗君 日本商工会議所から、30年会費を払

いつづけ賞状をいただきました。 

宅見康悦君 高木さんにむりむりせびられました。 

浅井彦治君 高木さんにお会いして！ 

安江正博君 きらいな高木さんにあって。 

根崎健一君 高木さんと目が合いました。 

浅井賢次君 朝夕めっきり涼しくなり、ウォーキ

ングするのに大変快適になり、今朝も気持ち良く

歩きました。 

宇佐美三郎君 朝晩冷えこみました。皆様、お身

体を大切にしてください。 

鶴見治貞君 いつも無理を言っています。委員長

になり代わってお礼申し上げます。 

田中正明君 先日、彦治さんにごちそうになりま

した。ありがとうございました。ごちそうさまで

した。 

滝川林一君 孫のマンスリーレポートが津島ＲＣ

のウィークリーレポートを賑わせております。 

伊藤幸蔵君 またまた（フトン屋）テッチャンに

おせわになります。 

小林啓子君、飯村理君、稲垣宏高君、加藤則之君、

伊藤哲朗君、横井知代君 ウィークリーに写真が

載りまして。 

八谷潤一君、佐藤雅彦君、伊藤祥文君、吉田康裕

君、生田達一君、服部則仁君、松崎安孝君、杦田

勝彦君、山田勝弘君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：住田由純君 

演  題：「迫りくる南海トラフ 

巨大地震に備えて」 

 

2011 年 3 月 11 日、日本を

襲った巨大地震は未曾有の

被害と悲しい爪あとを残し

ました。東日本の大震災の震

源は、三陸沖深さ 24 ㎞、マ

グニチュードは歴史上世界

で 4番目となるマグニチュー

ド 9.0でした。その揺れは九

州南端まで届く程強力で、地震よって発生した巨

大な津波は、東北地方太平洋沿岸部を襲いました。

被災地の人々は不自由な中で一歩一歩復興に向け

て歩み始めています。私達は南海トラフ巨大地震

に直面しています。 

 地震には、内陸型地震・海溝型地震・火山性地

震があります。 
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火山性地震と

は火山によって

引き起こされる

地震で、噴火前か

噴火中に発生し

ています。規模は

小さいです。一方日本列島は 2 つの大陸プレート

と 2 つの海洋プレートの上に乗っています。プレ

ートの境界では、海のプレートが陸のプレートの

下にゆっくり時間を書けて沈み込み、この時陸の

プレートの端を一緒に引きずり込みます。内陸型

地震や海溝型地震はこのプレート同士が、押し合

いへしあいすることによって発生します。 

 内陸型地震は陸のプレートの内部で起きる地震

です。海のプレートが沈み込むことにより、陸の

プレートの弱い部分のひずみがエネルギーに耐え

切れなくなった時、一気に地震が起きるのです。

これが断層です。地震の多発地帯である我が国に

は、活断層が多く走っています。活断層は数千年

か ら 数 万

年に 1回活

動 す る 断

層で、これ

ま で に 地

震 が 起 き

た 痕 跡 で

も あ り ま

す。内陸部の活断層が活動すると、震源が地表に

近いため地震規模が小さくても甚大な被害を及ぼ

すことがあります。 

 明治 24 年に発生した濃尾地震はマグニチュー

ド 8.0と、我が国にない最大の内陸型地震でした。 

地盤の液状化や地割れが起こり、山の崩壊などに

よって次々と自然を破壊し、死者は 7,273 名、完

成近い建物や橋梁などの建造物も甚大な被害を受

けました。 

 記憶に新しい阪神淡路大震災も内陸型の典型で

した。街の中ではビルや家屋の倒壊、密集地域の

火災の発生、長野県西部地震は山間部の土砂崩れ

により河川の閉塞などが発生しました。 

 海溝型地震は、プ

レートとの境界で

起こります。引きず

り込まれた陸のプ

レートが、限界に達

して跳ね上がる時

に地震が起こります。陸のプレートが跳ね上がる

時に海水を持ち上げることから大きな津波が発生

する場合がありま

す。津波の波長は数

㎞から数百㎞にも

達します。津波に比

べ台風の時発生す

る高波の波長は数

ｍから数百ｍですが、津波の波長は深さによって

異なりますが深い海ではジェット機の速度と同じ

速度で、何度も何度も押し寄せてきます。東日本

大震災は海溝型であったため海の付近では、甚大

な被害になったのです。 

 私達が暮

らす中部地

方も過去幾

度となく巨

大地震に襲

われ、その

記録が残さ

れています。中部地方を襲った海溝型巨大地震は

駿河湾から四国の南側に向けて、南海トラフ地震

が各所で起きています。直面する南海トラフ巨大

地震、東海地震、東南海地震は歴史的に見ると 100

年から 150年の周期で発生しています。 

 しかし東海エリアでは 1854 年の安政東海地震

以降マグニチュード 8.0 クラスの地震はおおよそ

160 年発生していません。このため東海地震が想

定されるプレートはひずみのエネルギーが溜めら

れ跳ね上がる限界を迎えています。東海地方では

南海トラフの地震は間近に迫っています。国にお

いては大きな地震が起きる震源と大きな津波が伴

なう震源を設定しています。この地震が起きれば

静岡から四国にかけて広範囲に内陸では強くて大

きな揺れが、また太平洋沿岸部では大きな津波が

発生することが想定されています。 

 いま私達は過去の災害に学びこれを教訓として

巨大地震の備えとすることが求められています。

明応地震は今から500年前の戦国時代1498年に起

きました。静岡県遠州灘、三重県熊野灘を震源域

とするマグニチュード 8.4 の日本最大の地震でし

た。揺れた範囲は千葉県から和歌山県にかけて強

く、大津波は太平洋沿岸部に発生し死者は 41,000

名に達しました。津波の最大は三重県の半島では

8.0ｍから 15.0ｍでした。  

 宝永地震は今から 300年前の 1707年、遠州灘・

熊野灘を震源にした東海・東南海地震と南海地震

はマグニチュード 8.6 でした。連動型地震は強く

て長い衝撃が襲ってきます。地震による揺れは北

海道を除く日本全土に及び、津波は静岡県下田よ

り渥美半島まで、三重県伊勢から和歌山県勝浦ま

でが 10.0ｍの高さで特に三重県尾鷲から死者

1,000人でした。宝永地震から 49日で富士山の噴

火が起きました。安政東海地震は今から 160 年前

の 1854年に起きました。地震の被害は沼津から伊

勢湾にかけて大きく、大津波は伊豆半島から熊野

灘の被害をもたらしました。伊豆半島の大津波は

甚大で 875 戸の家殆どが流出しました。安政東海

地震は南に行くに従ってその勢いを増します。愛

知県豊橋市に地震の後立てた石碑があります。津

波の高さは 29.0ｍまで上がり被害は甚大であっ

たと記されています。 
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次回例会 

第 3035 回 ’15年 10 月 23 日（金） 

卓話担当：根崎健一君 

講  師：愛知県警察本部生活安全課 

   地域安全対策係 平山 昇氏 

演  題：「愛知県内における 

多発犯罪の現状について」 

お知らせ 

■第 11回津島東高校ＩＡＣ例会 

と き：10月 23日（金）16：00 

ところ：津島東高校（2中教室） 

 愛知県田原市で 8.0ｍの津波が押し寄せました。

東海地震の後 2.5 ㎞堤防補強の跡が残っています。

津波の被害は、三重県にも及びました。鳥羽市で

20.0ｍの津波で今から 70 年前の昭和 19 年、三重

県熊野灘を震源とする昭和東南海地震が発生しま

した。マグネチード 7.9 でした。最も高い津波に

襲われたのは三重県尾鷲で 9.0ｍの記録がありま

す。このように中部地方にはには歴史的津波の爪

跡が残されています。 

 私達はそれらを学び教訓とすることができます。

現在でも高台に避難した集落があります。高台に

移り住んだ後、安政東海地震が襲いました。自分

の命は自分で守る津波の教訓を教えてくれました。

防災教育もあちらこちらで行われています。先人

達はこれらを教訓として全員が命を守り抜いたの

です。逃げ場所がない所では避難場所が儲けられ

ています。防災訓練や学校とか地域における避難

訓練によって正しい知識が必要です。私たちは直

面する巨大地震に最小限被害を少なくするために

東日本を襲った地震や、中部地方を襲った歴史的

なことを教訓としていくことが求められています。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会 

山田勝弘社会奉仕委員長 

 9月 6日に開催した補助金

事業「津島の祭検定」を受験

した津島ＲＣ会員全員が合

格し、三谷

会長より認

証状と「祭

語人」の認

定証カード

が渡されま

した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Ｒ財団平和フェロー 

 7 月に南アフリカへ赴任したＲ財

団平和フェロー第 9 期生の水野ショ

ー真希さんから、10月 12日にメール

が届きました。 

 

 おはようございます。お久しぶりです。 

 まだまだ家にインターネットが引けず毎日

メールをチェックすることができません。 

 南アフリカはとても「アフリカ」とは思え

ない、インフラも整っていて住みやすいとこ

ろです。地方へ行くにも道はとても良く、驚

かされます。 

 今はジャカランダという紫の花が真っ盛り

でとてもきれいです。電車もあり、高速道路

もあり、食べ物も豊富なこの国ですが、アパ

ルトヘイトが終わってまだ 20年ほどで、貧富

の差はますます激しくなっています。教育で

はとくに理数科の質が、教科書も教師も低く、

日本政府の協力は特に低学年の理数科、また

産業人材育成を中心に行われています。 

 私のいる事務所は、南アフリカ 7 か国を管

轄しているので、他の国々へ行く機会もあり

ます。先日は産業人材育成のプロジェクト関

連でナミビアへ行きました。各国の現状に見

合った人材の育成に対して大学の先生方はと

ても熱心で、日本政府として援助できること

はしてあげたいなと心から思います。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また代理です 

伊藤哲朗元副会長 
小林啓子親睦

活動委員 

ビジターの野崎幸夫君と浅井賢次君 

 話が弾みます 


