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ロータリーソング
「手に手つないで」
ゲスト
RI 第 2620 地区静岡第 5 グループ
ガバナー補佐
神谷竹彦 様
ＩＭ実行委員長 星野悦雄 様
千博産業㈱ 制振事業部
部 長
上野 浩志 様
会長挨拶

第１４８２回例会

植栽事業が行なわれました。100
名を超えるロータリアンの参加
で、北区の天竜浜名湖鉄道の常葉
大学前駅の線路際に山吹 100 本を
植えました。４月中旬頃には黄色
い可愛い花を咲かせてくれるので
はないかと期待されます。是非御
覧下さい。
今日の卓話は、会員卓話として、
渥美専治会員の会社の御紹介とそ
の御仕事の制震ダンパーついての
お話を、上野浩志様にして頂きま
す。地震を含め、災害は何時やっ
てくるかもしれません。災害列島
に住んでいる私達の住まいについ
て、どう安全性を高めて、災害に
対処すべきか、についてお話して
頂けることと思います。
幹事報告

寒暖の差が大きな日々が続いて
います。来週からは暖かさが増し
て来るそうで、春はもう近くまで
来ています。
今日はガバナー補佐の神谷竹彦
様、ＩＭ実行委員長の星野悦雄様
をお迎えしての例会です。
今年度は RI 第 2620 地区の再編
により、私達の住んでいる天竜川
より西側の地区は静岡第５グルー
プとなり、11 ロータリークラブ、
約 600 人が所属する 2620 地区で最
大のグループになりました。
昨年 11 月 23 日、神谷ガバナー
補佐が音頭をとり、第５グループ
の初めての合同事業として、
「花の
リレープロジェクト」山吹の木の
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♪鬼頭秀行さん、川合弘高さん
本日は静岡第 5 グループ、ガバナ
ー補佐の神谷様、ＩＭ実行委員長の
星野様をお迎えしての例会です。ま
た卓話は渥美専治会員の担当で、上
野浩志様にお願いしています。
♪渥美専治さん
本日の例会卓話には、弊社の制振
事業部部長上野浩志に時間を頂き
ありがとうございます。
♪田邉芳彦さん
毎年行っている胃と腸の内視鏡
検査で胃癌が見つかり、1 月 8 日に
胃の 2/3 を開腹手術で切除しまし
た。幸いリンパや周りの臓器に転移
はなく、1 月 18 日退院し、自宅静養
とリハビリをしていました。食べる
のが大好きな私には罰ゲームの毎
日です。癌はステージ１のＡ１でし
た。
ガバナー補佐ご挨拶
☆ガバナー補佐 神谷竹彦様

・先週お伝えした「花のリレープ
ロジェクト天浜線貸切親睦列車」
は、第 5 グループ参加の事業にな
りました。定員は 80 名です。参加
希望の方は事務局へお申し出くだ
さい。当日は 1 日フリー切符を使
いますので、天浜線に自由に乗れ
ます。
・ロータリー手帳の申し込みを回
覧します。
・次週はハープの演奏会です。

７月から始まったロータリー年
度も折り返し点を過ぎました。各ク
ラブでは着々と次年度体制の準備
が進んでいる頃で、当クラブでも会
員皆様お忙しく活動されているこ
とかと思います。

会長においてはロータリー賞へ
の挑戦目標に対して、また各委員
長の方々においては運営計画書に
掲げられた運営方針の実施状況の
把握などの中間チェックという大
切な時期ですので頑張っていただ
きたいと思います。
星野ガバナーの 14 の地区目標
について、今日は特に今年度から
取り上げられた RLI についてお話
しさせていただきます。RLI は「ロ
ータリーリーダーシップ研究会」
と訳されていて、ロータリーを語
り合う中で活性化を図っていこう
というものです。これは草の根運
動的な活動でして 1992 年米国で
発案され、日本でのスタートは
2008 年からです。34 地区中 21 地
区で採用され、当地区含め５地区
が準備中です。
地区でディスカッションリーダ
ー（DL）を募集したところ、第 5
グループからは 5 名が出ました。
地区で約 30 名が勉強会を行い、こ
の候補者の中から DL となって、
各クラブのクラブ研修リーダーを
育成していきます。そしてクラブ
研修リーダーがクラブの活性化に
頑張るという息の長い活動です。
この目的は端的にいうと「ロー
タリーを語ろう」です。ロータリ
ーを良く知ることで、会員増強や
退会防止にもつながっていくこと
が期待されます。この言葉を記憶
の片隅におき、末永くご支援くだ
さい
☆IM 実行委員長 星野悦雄様

装置の話を戴きました。その後千博
産業に就職し、今、第 3 作目をビ
ルシュタインのダンパーを使って
ゲスト紹介：眞瀬悦邦 副会長
作っています。
開発をするからにはいいものを
作らなくてはと思っています。千博
産業のエヴォルツはいろいろ特色
があります。通常油圧のダンパーは
速度が速くなると力が増すので、ダ
ンパーが家を壊すことになります。
しかし、このエヴォルツはサイズも
小型で、より早い段階から一定の効
☆渥美専治会員
果が出るので、家を壊すことはあり
ません。
これは特許技術です。また、
車のダンパーには油漏れがしない
よう、ゴムが使われています。自動
車用のゴムは寿命が 20 年ですの
で、家の耐振には特殊な具材を使っ
ています。さらに、車の場合はいつ
も動いているので、油が潤滑します
私の思いを形にしてくれたのが、 が、壁の中では動きませんから油が
この上野です。こういうのを作りた 枯渇してしまいます。ですので、油
いと思い続けていると、そう人に出 がなくても滑るような技術を使っ
会えるものです。やり続けることが ています。
大事だと思います。
私は色々な所で開発に携わって
＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊ ＊＊＊
きましたが、自分の思いをそのまま
☆上野浩志様
形にするのはなかなできませんで
した。渥美社長にはこだわりを実現
するものを作らせてもらい、感謝し
ています。
独逸のビルシュタインが浜松の
千博産業に商品を納めてくれてい
るかというと、かつて、務めたこと
もあるからですが、幸運だと言えま
す。会社の日本人の方が強力に後押
しをしてくれました。
制振ダンパーは木造建築の地震
ビルシュタインの社長が浜松を
対策の部品です。地震対策は耐震、 訪ねてきた時に、その社長が、
「会
免震、制振の３つがあります。耐震 社の大きさは問題ではない。熱意が
は建物を丈夫に作る技術、免震は建 あれば私たちは協力する」と話して
物と地盤を切り離し、地盤が揺れて くれました。渥美社長がビルシュタ
も建物に揺れが伝わらないように インの関係スタッフに熱く語った、
するもの、制振は超高層の建物が揺 その熱意がポイントなのだと思い
れた時に揺れを止めようとする技 ます。念ずれば通じるのです。
術です。
今年のテーマは「誇りを持って
私は元々機械設計が仕事でした。
≪出席報告≫
郷土を愛そう」
。講師にはスイス・ 顕微鏡の設計をしていましたが、車
峰野 好正 出席委員長
ツェルマットから日本人の観光大 が好きで、自動車にのめり込んでい
使をお呼びしました。浜松がこれ き、レースにも関わりました。ドイ
会員数
５０名
からも選ばれ続けてもらうために ツのビルシュタインのテクニカル
出席者数
２９名
どうすればよいかを考えたいと思 センターに勤めたこともあり、その
出席算定会員数
４６名
います。そしてガバナー補佐の熱 時のご縁が繋がっています。個人の
出席率
６３.０４％
い希望で、この講師の著書を配布 設計事務所を立ち上げ、ショックア
前々回出席者
４５名
致しますので、事前にぜひ、ご一 ブソーバーの特注品を扱っていた
前々回出席率
１００％
読ください。
時に渥美社長が訪ねて来て、制振
卓話「制振ダンパー開発秘話」
「制振ダンパー開発秘話」

