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山形県技術士会会長

第１号

2010年 9月

安 彦 宏 人（ 応用理学部門 ）

平成22年度総会で会長に就任し
ました安彦宏人です。
私は平成2年度技術士試験に合
格し、平成3年 (1991年)3月技術士
登録(応用理学部門・地質・地下水)
をしました。今年は、（社）日本技
術士会と山形県技術士会の前身で
ある山形県技術士協会に入会して
20年目の年となります。
技術士制度には21の部門があり
ますが、山形県技術士会は、12部門
(建設・農業・応用理学・電気電子・
上下水道・環境・森林・機械・衛生
工学・経営工学・情報工学・総合技
術監理) に登録した技術士で構成
されています。APECエンジニアも3
名が登録されています。私にとっ
て、この会に入会して最も良かっ
たことは建設、農業等他部門の技
術士と交流できた事だと思ってい
ます。
私は、昭和56年(1981年)4月から
平成3年 (1991年)3月まで10年間、
山形県さく井地質調査業協会の技
術委員をしておりました。当時こ
の技術委員会には、土生臫 平さん
(山形県技術士会初代会長)、本田
康夫さん (山形県技術士会二代目
会長) が委員長または副委員長と
して技術委員を指導しておられま
した。既に技術士になられている

お二人のご指導もあって平成2年
度に技術士試験に合格できたと考
えています。
平成3年3月、技術士登録を済ま
せた直後、（社）全地連・東北地質
調査業協会技術委員会で当時は副
委員長をしておられた吉川謙造さ
ん(現在、社団法人日本技術士会東
北支部支部長) から東北地質調査
業協会の技術委員になるように言
われました。結局、平成3年4月より
平成13年3月まで10年間、技術委員
をしました。「最後の2年間は年の
功で副委員長を務めました。」 東
北地質調査業協会の技術委員は殆
どが技術士(建設・土質、応用理学・
地質)で、ここでも多くの技術を学
ぶことができました。
平成13年4月から平成21年3月ま
では特定非営利活動法人 (NPO法
人) 地中熱利用促進協会で8年間理
事を務めました。この協会は平成
12年10月地球温暖化防止とヒート
アイランド軽減の有効な手段の一
つとして「地中熱ヒートポンプシ
ステム」を我が国に普及させる目
的で設立され、平成16年東京都の
NPO法人の認証を受けた組織です。
ほぼ同時期に「地下熱利用とヒー
トポンプシステム研究会」にも入
会しました。この二組織は目的等
が類似していました。この二組織
には、エネルギー・資源・電力・環
境・衛生工学等に関する多くの技
術士が活躍しており、年数回の会
合から多くの技術を学びました。
最後に、特に若い技術士のみな
さんに、山形県技術士会には12部
門に登録した多くの技術士がいる
組織ですので、山形県技術士会の
各種会合で交流により各自の技術
力を高めて戴きたいと思います。
技術士第二次試験合格はゴールで
はありませんスタートです。
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山形県技術士会だより
平成22年度 定時総会報告
平成２２年度の定時総会・研修会・
交流会が平成２２年７月２日（金）山
形グランドホテルにおいて盛大に開
催されました。
定時総会では平成２１年度事業報
告、決算報告並びに２２年度事業計
画、予算案の審議がなされ、何れも原
案通り可決承認されました。
定時総会に引き続き開催された研
修会では、日本技術士会東北支部の
吉田康彦氏、山形大学人文学部助教
村松真氏のお二方を講師にお招きし
てご講演を頂きました。さらに後半
の交流会では、今年新たに３名の新
入会員を迎えて懇親と交流を深め、
和気藹々のうち終了しました。
平成２２年度定時総会議案
期日 平成２１年７月２日（金）
場 所 山形グランドホテル
総 会 次 第
時 間 １３：３０～１４：５０
１開会の挨拶
安彦副会長
２会長挨拶
本田会長
３来賓祝辞
山形県商工観光部工業振興課
科学技術政策主幹 秋葉淳一郎様
（社）日本技術士会東北支部長
吉川謙造 様
４入退会者紹介
小島総務部副部会長
５日本技術士会会長賞受賞者報告
受賞者：安彦宏人氏、
松田栄一氏、小関恒夫氏
６ 議 事

山形県技術士会 理事 角 田 五 郎（農業部門）
１）議長選出（山形県技術士会規
則第９条の規定により会長
が議長）
２）議事
第１号議案 平成２１年度
事業報告
第２号議案 平成２１年度
決算報告一般会計・監査報告
第３号議案 平成２２年度
活動方針並びに事業計画
（案）
第４号議案 平成２２年度
予算（案）一般会計
第５号議案 役員改選
7 閉会の挨拶
三森副会長
☆ 研修会次第時間 １５：００
～１７：００
講師 （社）日本技術士会東北支
部副支部長 吉田 康彦 氏
演題「企業・技術士とリスク管理」
「企業・技術士とリスク管理」と
いう内容で講演していただきまし
たが、最初にマハトマ．ガンジーさ
んの訴え「７つ大罪」の回避、理念
なき政治、道徳なき商売、労働なき
富、人格なき学識、人間性なき科学、
良心なき快楽、献身なき信仰という
言葉を紹介され、私自身全ての内容
があてはまるような気がしました。
特に「労働なき富」を求める自分の
姿が最近ちらほらと感じており、襟
を正す必要があると改めて思いま
した。また、リスクと危機の違いや
リスクの多様化によるリスク管理

の必要性の説明を受け、リスクマネ
ジメントシステムの構築が必要で
あると思いました。このリスクマネ
ジメントシステムは「仏つくって魂
入れず」では動かない。そこに技術
士の出番があり、率先して行動して
いく必要があるのでは・・・。
講師 山形大学人文学部助教
村松 真 氏
演題「地域の現状と再生の可能性」
地域の現状ということで、崩壊し
ていく集落、崩壊してく家屋の衝撃
的な写真を見せられて、山形近郊で
このような事態が確実に進行して
いることに驚きを感じました。集落
の崩壊という言葉は、よく耳にして
いたのですが、目でみると思ってい
る以上のことが現実に進行してい
る。そして、実際に現地を調査した
人ならば、強烈に何とかしなければ
という思いを持たざるを得ない状
況を氏の講演の節々に強く感じま
した。
後半は、地域再生の可能性につて
であるが、地域計画を作るうえで、
省エネルギー政策と新エネルギー
政策を基本にして地域の再生に取
り組むことが重要であると考えて
います。地域の再生を実現していく
ためには、我々技術士の地域づくり
への参加が求められているし、期待
もされている。技術士は技術士の力
をPRして積極的にこの難題に取り
組む姿勢を持つ必要がある。
以 上

（山形県技術士会 本田会長 総会挨拶）
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会長退任の御挨拶と御礼について
本年は、例年になく厳しい暑さが
続いておりますが、山形県技術士会
の会員の皆様におかれましては益々
お元気で御活躍のことと思います。
去る７月2日の総会において、4年
間務めさせて頂いた代表幹事（会長）
の座を退くことになりました。私の
会長職は、本会発足以来18年もの長
い間会を牽引してこられた土生前会
長の後を引き継いでのものでした
が、私は最も不適任な人間の一人と
考えておりましたので、皆様から会
長を引き受けよとの話がありました
ときは、まさに晴天の霹靂でした。
理由は多々ありますが、その最も
大きなものは、私個人があらゆる面
で技術士としてはあまり相応しい技
術屋でないと考えていたからです。
私個人の技術は趣味の延長的なもの
で、多くの技術者のように技術の研
鑽に励んだ事もありませんし、技術
士活動にもあまり積極的であったと
は言えませんでした。
その私が技術士会に深く係わるよ
うになったのは、本会の前身である
山形県技術士協会が発足したとき、
土生さんや学校の大先輩である吉田
公さん達の熱心なお誘いがあったか

平成22年度
主 な
本
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５

６
○

総
務
部
会

１部会
２ 定時総会
3 部会交流会議

○

企
画
広
報
部

１部会
２ 技術士たより・名簿発行
3 対外広報活動
４ ホームページ委員会

○

技
術
部
会

１
２
３
４
５

○

支

１ 役員会(幹事会)
２ 定時総会
３ 研修会等

部

康 夫（応用理学部門）

会的にも深く認識されるように
なった事であろうと思います。
私が会長に就任して間もなく、
土生前会長に対して山形県から
科学技術賞が送られるという名
誉ある、大変嬉しい出来事があ
り、この事が、技術士法や技術士
会が県内では世間的にやや広く
周知されるようになったきっか
けであったような気がします。さ
らに、2007年の山形県技術士会創
立２０周年記念事業・昨年仙台で
開催された日本技術士会全国大
会等大きなイベントがあり、何れ
も大過なく終わらせて頂きまし
た。これも、全て山形県御当局や
関連諸団体及び技術士会の皆様
の温かい御指導・御協力のお陰と
深く感謝しております。
今後は、私個人は一現場技術者
として、趣味の技術（？）を活か
して行くつもりです。幸い体調も
良く、暫くは現場作業にも耐えら
れそうです。どこか現場などでお
会いすることもあろうかと思い
ますが、今後とも御指導のほど宜
しくお願い致します。
以 上

平成22年 7月

事業活動計画表

項 目＼ 月

部会
総会研修会
現場研修会
技術教養講座
技術士受験研修会

前会長 本 田

らです。以来、何らかの形で本会に深
く係わってきましたが、何時も後ろめ
たいような気持ちを持ち続けていま
したので、当初は固辞したのですが、
諸般の事情から引き受けざるを得な
いような事態に追い込まれていまし
た。しかし、皆さんに強く推された以
上、精一杯務めるべきと考え、努力し
てきたつもりですが、多くのことが先
送りになってしまいました。
特に、事務局体制や本会の活動にお
いて、色々な面で特定個人に大きな負
担をかけざるを得ない体質は変わっ
ておりません。さらに、経済的には自
立にはほど遠い実情です。しかし、本
会は、あくまでも会員のものですか
ら、会員全体が力を合わせて盛り上げ
て行くような方向を造り上げなけれ
ばなりません。どうか皆さん、あたら
しく選出された安彦新会長をもり立
てながら、新しい山形県技術士会の構
築にお力を賜りたいと考えます。
考えてみますと、会が発足してから
今日まで、技術士法の大幅な改正があ
り、会員数は当初の19人から現在では
約110人に大幅に増加し、会の内容や
性格も大きく変化しましたが、何より
も大きな変化は、技術士の重要性が社

１ 役員会
２ 定時総会
3 事務局会議

会

山形県技術士会

７
7/2
○

８

９

10

○

11

12

１

２

３

備考

○
必要に応じ
て開催

7/2
○

○

○

○

○
○
○

○
○

7/2
○

必要に応じ
て開催

○
○

4/16
○

○

○
○

○
6/4
随時開催

平成22・23年度
専門部会員
総務部会
部会長
須藤 勇一
副部会長
丸山 修
〃
小島 一二三
部会員
太田 勝之
〃
寒河江 敬
企画広報部会
部会長
豊島 良一
副部会長
上村 裕司
〃
土屋 勲
部会員
江目 一男
〃
宍戸 道明
技術部会
部会長
湯澤 洋一郎
副部会長
河合 直樹
〃
有地 裕之
部会員
河内 功
〃
坂井 順一
〃
堀内 宏信
〃
菅 勝美
事務局
事務局長 小山田 孝一
事務局員 井上 憲治
〃
角田 五郎
〃
庄司 智博
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山形県技術士会だより
ニューヨークにて雑感

６月上旬のある朝、カミサンから
「ニューヨーク州マローン市に在住して
いる娘（三女）家族のところに行きた
い。」という。よく聞けば、「昨年７月
に生まれた８番目の孫(名は、「ノア」
という)に会いたい。」のだという。
メールの写真あるいは、動画などで娘家
族の成長の様子は、随時パソコン画面に
届けられ、声も聞こえているが、どうも
物足りないらしい。祖母とすれば家族の
一員としての孫を抱っこしてスキンシッ
プしたいのかもしれない気持ちも判らな
いでもない。今年の行動予定に渡米の項
目はなかったものの再三の要望があり、
私も重い腰を上げてカミサンと渡米日
程・行動の調査・検討に入った。その結
果、それぞれのボランティアを含む各種
予定の日を外した日程では、７月下旬か
ら８月上旬しかないことが分かった。
私は、以前に西海岸のオレゴン州ポー
トランドに２回行っているが東海岸の
ニューヨーク方面は、初めてである。ど
うせ行くならアメリカの中心都市の片鱗
に触れ、知識の集積をしたい。ニュー
ヨークシティに６日(ツアーのニュー
ヨーク一日観光で１日、後の５日は、自
由行動設定)、マローン市の娘家族に5日
の予定を設定した。
①７月２３日朝、庄内空港発⇒羽田空
港 夕、成田空港発⇒ニューヨークケネ
ディ空港(JFK空港)②７月２４日～２９
日、ニューヨークシティ滞在③７月３０
日昼、JFK空港⇒バーモント州バーリン
トン空港 夕、バーリントン空港～高速
道路移動(172km)にてニューヨーク州マ
ローン市④７月３０日～８月３日、マ
ローン市滞在⑤８月４日朝、マローン市
～バーリントン空港 昼、バーリントン
空港⇒デトロイト空港 夕、デトロイト
空港⇒成田空港・東京泊⑥８月５日昼、
羽田空港⇒庄内空港
５日も「ノア」を含めた３人(全員男
の子)の孫と一緒と居られるということ
にカミサンも上記の日程には、ほぼ納得
した様子である。
さて、話は、飛ぶ、ニューヨークシ
ティのホテルに到着、フロントロビーで
は、簡単な受付をして、カードキーを渡
される。いつもは、フロアボーイあるい
は、ガールが部屋まで案内してくれるの
だがそういった人間は、いない。最近の
アメリカ的な傾向で人員合理化なのだろ
う。予約のルームまで重いスーツケース
を引っ張り入室。ルームは、比較的広

太 田 勝 之（ 電気電子部門 山形県技術士会理事 ）

く、窓から表通りの車や人の往来が見
える１３階、清掃も行き届いて一見、
快適そうに見える。早速、技術屋の癖
で、セキュリティーなどの点検、「非
常口」「電話のかけ方」「照明のス
イッチ類」「空調の調整」「バスルー
ムの使用方法」などをチェックしてい
る。
カミサンは、セキュリティーなどには
目もくれず、「レストラン」「ホテル
に入っている店舗」「ニューヨーク市
内の各種イベント」などへ目が行って
いる。男と女の思考・視点の相違が明
確に判り、内心おかしさでホテルに
入って緊張していた体が、そして顔が
ゆるむ。
セキュリティーチェックでは、問題
なし、ではあるがマンハッタン島にあ
る有名なホテルにしては、細かいとこ
ろでメンテナンスに課題のあることを
発見、内、３点を示すと
① ３台のスタンド照明のうち、２台
が点灯不能、２台ともスイッチが
古渋して動かない。
そのうち、１台は、私の手で
なんとか直したものの、もう１台
は、専門の修理でないと無理、
② 洗面の栓が完全に閉まらない。湯
水が溜まらず抜けてしまう。これ
も分解点検が必要
③ 空調の音がうるさい。開業当時
は、個別の調整となっていたのを
経営戦略で全館の空調は、セント
ラルシステム（一括集中方式）に
改造されている。元のように客の
好みによる空調設定が室内ごとに
可能なユニットシステム（個別方
式）とすべき、
快適性を追求する日本の有名ホテル
では、考えられないことである。
私の室内の評価では、なんとか合格の
６０点程度。(空調の音で、減点３０で
ある。)
ニューヨークシティ２日目から見学
が始まる。
① 一日ニューヨーク観光 (例として、
日本人スタッフが自由の女神のあ
る島に上陸して丁寧に説明してく
れた後に自由時間。さらに 9/11 の
ビル破壊のあった貿易センタービ
ルのメモリアルビル建設現場のグ
ランドゼロ地点をはじめ、周辺の
案内にも感じ得るものがあった。)
一日ニューヨーク観光は、お勧め

である。
② その他、詳細は、省略するが
ミュージカル１か所、メトロポリ
タン美術館 (１日)、アメリカ自然
博物館、セントラルパーク、ハド
ソン河クルーズ、エンパイヤース
テートビル、教会などである。
ニューヨークシティを歩き、タク
シーそして地下鉄を利用して感じたこ
とは、「世界の人種のるつぼ」である
ということである。世界からニュー
ヨークシティに集まった人間が何らか
の仕事をして活動的に生きている。躍
動的な都市であり、「アメリカンド
リーム」が脈々として流れていること
を感じさせる都市であることを印象と
して強く残ったことである。
続いて、マローン市バーリントン空
港で降り、エンドレスで動いている自
分スーツケースを見つけ、受け取ると
出口にチェックする係員は、いない。
荷物を受け取り、直ぐ出口というのも
今まで厳しかったセキュリティー
チェックから比べると別の国に入った
みたいである。
空港出口では、迎えに来ているはず
の娘の車を探していたが渋滞で遅れて
いるのかな。と考えているところへ後
ろの方から「お父ちゃん、お母ちゃ
ん」の声、家族みんなで迎えに来たの
だという。初対面の八番目の孫「ノ
ア」は、昨夜から熱を出してご機嫌斜
めのこと。異国から来た初対面の祖父
母よりも車の中でベビーシートにベル
トで固定されたまま、母親を目で探し
ている。マローン市まで約２時間の行
程の由、具合の悪い「ノア」の授乳な
どを考慮して、途中で何回か休憩を入
れることとした。バーリントン市を離
れると、どんどん田園風景及び森林が
広がる。時折点在する集落をも素早く
通過していく。制限速度は、６５マイ
ル（105km/時）であるが前後に走行し
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ている車でも１２０km/時前後を出し
ている。スピードを出せば出すほど燃
費が悪くなるなどとの経済性は、考え
ていないのだろうと思う。ここで思い
出すのは、ニューヨーク市の有名な
「黄色のタクシー」である。ほとんど
のタクシーが排気量４５００cc～５０
００ccの由、地球温暖化などの対策で
ニューヨーク市長のマイケル・ブルー
ムベーグ氏は、すべてのタクシーを２
０１２年までにハイブリッド車あるい
は、電気自動車に切り替えするとのこ
との条例を提出、議会を通過させたと
のことである。資源大国アメリカでも
一都市から温暖化対策を発信している
ことに拍手を送りたい。（参考まで
に、３期目の上記マイケル・ブルーム
ベーグ・ニューヨーク市長の年間報酬
は、１ドルである。通常は、２期でお
役目御免となるのであるが、さまざま
な行政実績を多数の市民から評価さ
れ、市条例を改正したうえで、特例の
３期を務めているとのことである。同
市長は、世界屈指のお金持ちの由で２
０１０年フォーブス誌では、長者番付
２３位、若くして現役を退いた後は、
社会貢献で仕事をするのだという意思
表示である。）
さて、マローン市滞在中に娘婿
「ジョン」から連れていかれたところ
を若干示すと
① アーミッシュの農園
② 州立森林公園（各種蝶類の研究
所）
③ 地元の小さな物産店
などである。
車で移動する度、車窓から目にする
のは、それぞれ特徴ある建物、時間が
あったら絵を描きたいような家が多
い。小さな家でもしっかりガーデニン
グをして花そして草木が手入れをして
いる。しかし、そこは、技術屋の目で
見ると「オヤッ」という家もある。そ
の「オヤッ」が少なくない。建物全体
をよく観察すると、１０％程度はある
かな、と思えるくらいに多いのであ
る。
家の建物全体が僅かに傾いているの
だ。そういえば娘家族の自宅も築６０
年を経過している由、であり、増築前
の旧い建物が同じように僅かに傾いて
いる。ジャッキアップして基礎の下に
ライナー（差し込み材料）を入れるな
ど修繕は可能なのに、その気は、無い
らしい。
そのうちに移転するからと婿殿は、
涼しい顔をしている。地震は、無い

し、一気に倒壊する危険性が極めて
低いからであろう。一戸建物の傾き
の原因は、家の作り方にあると思
う。なぜなら、購入した広い土地の
適当な場所に建物位置を設定すると
整地・土盛り・転圧を施す。続いて
大きな型枠を作り、高さ６０から７
０cm程度ほどコンクリートを流し込
む。コンクリートが固まれば基礎
ベースの出来上がり、後は、お目当
ての建物がキッドを購入して主材の
柱から組み上げていくだけ、基本的
には、家族で、友人・知人の助けを
借りて組み立てていく。当然請負の
建築業者の手を借りることもある。
材料は、合成材・合板などを使わず
にカナダ杉材など一本物・一枚物を
使用するので、出来上がりは、しっ
かりとした構造になる。が、私に
は、物足りないような覚えを感じ
る。高い買い物の建物作りに自分の
意向や思いが設計に反映されていな
いような気がするからである。日本
の場合には、玄関をはじめ、各部屋
の間取りまで方位学から確認するな
どを含め、よくよく建築設計士と詳
細を詰めてから建物の着工が為され
る。が、アメリカをはじめ、西欧の
建物作りは、合理的を優先させるな
ど設計思想が根本的に違うようであ
る。とくにアメリカの一般の家作り
は、豊富なキッズのカタログから選
定のうえ、鉄筋の入っていない基礎
ベースに建物キッドを組み立て・完
成させる。しばらく入居して、使用
上で不都合な個所が出てきたら「そ
の都度、後から改良すればよい。」
という考え方のようである。簡単に
表現すれば、一枚コンクリートの基
礎の上に建物が乗っているという形
である。こういった作りでは、長年
に亘り、建物近くを往来する重車両
の振動、あるいは。建物近くの道路
工事や大規模な建物工事が発生した
場合の影響で建物直下の地下水の流
れが変化するなど、周辺の地下構造
の沈降・隆起・ねじれ、そして湾曲
などの影響があるのでは、と想定さ
れる。住んでいる人間に判らない程
度に僅かずつ建物が傾き、長年月に
亘っては、外見でも認識される程度
となる。新築入居後２０年以上も経
過し、建物の僅かな傾斜に家族が気
づいていても、生活上に不都合を感
じなければ、快適な住まいなのであ
ろう。
地表面の建物基礎ベース部分に大

小の亀裂を生じさせているのは、傾
斜を静かに進行させている、れっき
とした証拠である。そういった傾斜
の目立つ建物が少なからず存在する
ことを日本人の私には、珍らしさと
ともに驚きの目として映り、いつま
でも記憶として残るであろう。
マローン市街地周辺では、環境整
備が為され、清掃も行き届いてい
た。市庁舎・教会そして一般の建物
の外見などでも面白い設計を見た。
建物作りには、歴史を感じさせる芸
術作品も多くあり、大変興味を注が
れ、飽きることがなかった。
さて、夫婦ともに英語が不得意で
ある。英語力不足で、現地アメリカ
人とは、コミュニケーションが行き
届かず、小トラブルなどの連続、お
気遣いやらご迷惑をお掛けしたので
はないか。との思いもある。トラブ
ル内容などは、紙面の関係で記載し
ないが、我々二人を根気よく誠心誠
意対応してくれた現地アメリカ人に
は、感謝に堪えない。現地アメリカ
人と同様に私もカミサンもストレス
が増大、疲れも笑いもそれなりに、
そして夜になると爆睡状態、時差ボ
ケを体感する余裕もなかった。
孫の「ノア」は、二日目には、熱
も引き、少しずつまわりに愛嬌を振
りまくようになり、帰国する前に
は、すっかり元気になったので家族
一同、「ホッ」と胸をなでおろす。
帰国後にカミサンと私は、渡米の際
の言動・行動を相互に反省しつつも、
カミサンは、もう既に、次回のマロー
ン市行きを密かに練っている。しぶと
い・勝負あり!
おわり

（旅先にて

太田ご夫妻）
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山形県技術士会だより
技術士受験体験研修会開催
恒例の平成22年度技術士第一次・第
二次試験に向けた研修会が、4月16日
山形テルサで開催された。平成元年に
第一回が開催されてから今回で第33
回となる。
今回の会場は初めての山形テルサ
であり、受講者は36名であった。最近
は景気低迷を反映しているのか受講
者が減少傾向で、ひところの50名超に
は及ばないものの、昨年の20数名から
みれば大幅増加となり盛況であった。
関係者の努力と協力に感謝したい。
講師は今春第二次試験に合格した
黒沼 覚氏（日本環境科学）と玉津卓
生氏(鶴岡市役所)、当会顧問の江平英
雄氏(東北支部幹事、倫理研究会代表)
で、自身の経験談を解りやすい口調で
話され、受講者は試験の概要を把握す
るとともに精神的な自信と安心感を
得たのではなかろうか。

最近、取り組んでいること
１はじめに
この度、平成22年度と23年度の理事
を微力ながら務めることとなった。本
寄稿文は、自己紹介も兼ねて、私が最近
興味を持ち、取り組んでいることにつ
いて記述するものである。
私が育ち、現在も住んでいる村山市
楯岡には、東沢公園西側に標高220ｍ余
りの楯山という小高い山がある。楯山
は楯岡市民にとって児童教育或いは生
涯学習の場となっており、私も含めて
楯岡市民が愛する山でもある。
２楯山の自然環境
楯山の地質は新第三紀に堆積した緑
色凝灰岩（グリーンタフ）である。楯山
にはグリーンタフでできた奇岩が多数
あり、「ビッキ石」と言われるカエルに
似た石などがある。楯山は急傾斜地崩
壊危険区域に指定されるほど急峻な地
形を呈している。そのような環境の中
であっても、樹齢100年を超えるコナラ
やクリなどが生育してところがあり、
また主要地方道尾花沢関山線（旧国道
13号）沿いの愛宕神社にはグリーンタ
フに根を張りめぐらしたケヤキの大木
（市指定天然記念物）も生育している。
楯山に生育する植物は500種類以上
数えられている。その中でもアズマレ

山形県技術士会 事務局
黒沼氏は士補合格から技術士合格ま
で、専門科目を士補では建設、士では応
用理学に変えた経緯や、先輩技術士で
ある安彦技術士、遠藤技術士の指導語
録を取り入れながら話され、30代で合
格した黒沼氏の経験談は若手が多かっ
た受講者にとって大いに参考になった
であろう。
玉津氏は自身の多彩な職歴、業務経
歴をバックボーンに歯切れのよい言葉
で、受講者が悩む仕事と家庭と受験勉
強の進め方、サブタイトル「夢！叶うま
で挑戦！！」のとおり諦めない広汎な
経験談は、挑戦者のモチベーションを
高めたであろう。新潟と仙台で受験し
たのは私と同じで、同胞感を覚えた。
江平氏は「技術士に求められるもの」
と題し、技術士制度のあゆみや現状、受
験システムやテクニック、技術者の倫
理、基本姿勢等、日本技術士会政策委員

山形県技術士会 理事
イジンソウ（山形県ＲＤＢ、絶滅危惧Ⅱ
類(VU)）やナガミノツルケマン（環境省
及び山形県ＲＤＢ、準絶滅危惧(NT)）な
どの貴重な植物も生育しており、ある
植物研究家によれば、
「ないものはない
山」と喩えられているほどである。
また、興味深いこととして、楯山の歴
史に深く関係するシャガ、サイカチ、ヤ
ダケも生育している。楯山には13世紀
から17世紀にかけて最上家一族も関与
した楯岡城があった。シャガはアヤメ
科の植物であり、城を攻撃にきた兵士
がシャガの葉の上を草鞋で踏みつける
と滑って登りづらくなることから、城
を守るために植栽されたと言われてい
る。また、サイカチは枝に棘があり敵が
攻めてきたときの武器として、さらに
は、ヤダケはその名のとおりに弓矢の
矢に使用されたものと考えられてい
る。
３楯山に対して今取り組んでいること
楯山には国蝶のオオムラサキが生息
している。以前は付近の楯岡小学校校
内で頻繁に確認されていたが、一時期、
ほとんど見られなくなった。
しかし、最近では地域の団体が熱心
な保全活動を行っていることもあっ
て、再び目撃されるようになってきた。

井上 憲治（建設部門）
を務めた豊富な見識を基に技術士全
体の幅広い講義をされ、受講者の認
識を深めてもらった。
続いて相談コーナーが開かれ、受
講者と質疑応答面談が行われた。今
回は 湯 澤 技 術部 会長 が工 夫を こ ら
し、専門科目テーブル毎に立て札を
用意し、対応技術士を予め指名した
ことで会話がスムースに流れたこと
が特筆される。
今後も当研修会が有意義に活用さ
れ、合格者が多数誕生することを念
願している。
以 上

坂井 順一（建設部門）
私が勤務している会社でも、社会貢献
活動の一環として、オオムラサキの保
全のために、地域の団体と共にエゾエ
ノキ、
エノキ、
クヌギの植栽を行ってい
る。エゾエノキとエノキはオオムラサ
キの幼虫の食草として、クヌギは成虫
が樹液を吸うために植栽している。
現在、これらの樹木を植栽している
場所は数箇所あり、またエゾエノキが
自生しているところも分散してみられ
る。これらの箇所が種の供給地として
有機的に繋がり、ネットワークを形成
することによって、種の保全が可能に
なると思われる。
今後は楯山だけでなく、付近の里山
と有機的に結びつくことによって、オ
オムラサキのさらなる生息域の拡大に
繋がっていくのではないかと思ってい
る。一方で、オオムラサキだけに特化
した活動ではなく、生態系のバランス
に配慮した保全活動を行う必要がある
とも思っている。最近は楯山もマツ枯
れはもとより、ナラ枯れも目立つよう
になってきた。これらも含めて、技術
士として何か地域社会に貢献できるこ
とはないのかと思案をめぐらしている
状況である。 以上 ＜参考文献＞
○土地分類基本調査 楯岡
○文化講座 楯岡散歩 5年の足跡
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六代目三遊亭円楽襲名披露
はじめに
技術士会だよりに、このような拙
文で心苦しいのですが、お付き合い
下さい。
この３月２日、東京・帝国ホテルの
「孔雀の間」において、三遊亭楽太郎
師の六代目三遊亭円楽襲名披露パー
ティがあり、40年近い友人として、招
待を受け出席しました。
この出席にはエピソードがあり、
暮れの29日に神奈川県に住む弟から
電話があって「私の所に楽太郎さん
から襲名披露の招待状が届いたけど
兄貴へは？」。
「その内着くんじゃな
いの」と答えましたが、31日になって
も届かないので、新春早々に楽太郎
師と同期で親友の立川ぜん馬師に電
話をしたところ、
「石井さんに行かな
いのはおかしい。明日、楽ちゃんと会
うので聞いてみる」との返事。翌２日
の18時頃に「楽太郎です。スタッフが
弟と間違えて出しちゃったよ。二人
でも良いので出席してくれる」と電
話があったのです。
宴の始まり
六代目が住んでおられる江東区の
木遣り保存会による「木遣り」に導か
れての開宴。
司会は、春風亭小朝師と楠田枝里
子さん。
挨拶の一番は、立川談志師匠。五代
目（先代の円楽師匠）と無二の親友で
もあり、１週間くらい前に退院され
出席とのこと。
噂と称し「六代目になりたくて楽
太郎が先代に毒を盛ったらしい」な
どと、散々言い散らし、最後は「まだ
まだ言いたいことはあるが、お目出
度い席なので…」と、大喝采。
次は、笑点の司会で落語芸術協会
会長の桂歌丸師匠。昨日に退院され
出席とのこと。
「今日出席して良かっ
たのは、談志が生きていたことを確
認できたこと」と言って大爆笑。
三番目が、落語協会会長の鈴々舎
馬風師匠で「今日出席して良かった
のは、談志と歌丸が生きていたこと
を確認できたこと」で輪をかけて大
爆笑。
このような席で、本人を誉める落

石井 知征（ 建設部門 環境部門
語家は誰もいない。これが吉例。
周りはすごい人ばかり
帝国ホテルが誇るフランス料理のフ
ルコースを食べながら周りを見渡すと、
ほとんどが知っている有名人ばかり。
メインテーブルが、談志師、歌丸師、
馬風師に中尾彬さんや松平健さんなど
の大御所。その隣がいわゆる色物の小野
やすしさんやマギー司郎さんなど。次が
関西の落語家たち。私たちの隣には、藤
波辰爾ご夫妻、佐々木健介・北斗昌ご夫
妻、アニマル浜口さんや武藤敬二さんな
ど。先代がコミッショナーを務めていた
こともあってか、プロレス軍団の存在は
体とともに大きい。
メインを囲むように、林家こん平師や
三遊亭小遊三師、林家木久扇師などの笑
点メンバー。右の方には若手の芸人集団
で、六代目の元弟子という伊集院光さん
やナイツ、えなりかずきさんや女優の石
田あかりさん等々。
さだまさしディナーショー
21時前に、さだまさしさんが登場。会
場に席はあったそうですが「飲んで歌え
なかったり、食べて声が出なくなっても
困る」と、４時間ほど楽屋にいたとのこ
と。
「案山子」、「関白宣言」を歌い、晴
れがましい席で歌うのだったら、もう少
し明るい曲を作っておけば良かった」な
どと話術も長けており、笑いが絶えない
。そして日本テレビに遠慮がちに「北の
国から」、最後が「秋桜」と４曲聴かせ
ていただいた。まるでディナーショーみ
たいで、こんな幸運はなく、家内に携帯
電話で実況中継をしてしまった。
談志師匠と
談志師匠のところへ挨拶に伺ったと
ころ、中尾彬さんとの話に夢中。開宴後
１時間位でトイレに立ってこられた際
に「山形の石井です」と挨拶したところ
、「知っているよ…」と、これまでのエ
ピソードを話していただき、本当に嬉し
かったです。
握手をしました。師匠の手は暖かく包
んでくれましたが、張りを感じることが
出来ず、まだまだ本調子ではない様子。
喋りが万全でなくともＯＫ。談志狂は
、師匠がそこにいれば良いのです。
中尾彬さん

APECエンジニア ）

ぜん馬師から中尾彬さんや三遊亭
小遊三師を紹介いただき、話をさせ
ていただいた。
特に中尾さんは「山形の村山で、落
語会を開いてもらっている」との紹
介に、
「こういう方がいると良いんだ
よネー」と、例の口調で話をされた。
これもすごい出来事。
お開き
21時40分頃、六代目が涙ながらに「
五代目と一緒にこのお披露目をやり
たかった」と挨拶されたのが印象的
でした。
お開きとなり、六代目や五代目一
門がお見送りしているが、招待客が
多くなかなか進まない。六代目の所
に進むのに30分以上もかかってしま
った。招待客すべてと話をしており、
ようやく前に進んだところ、握手と
同時に「石井さん。弟と間違えてごめ
ん」と。何という頭の良さに弟共々ビ
ックリ。
人生で二度と経験できない、夢の
ような４時間でした。
以上

（石井さんと三遊亭小遊三師匠）
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山形県技術士会

豊かな地域社会の創造に技術士の活用を

山形市松波四丁目１２－３
㈱田村測量設計事務所内
電話 ０２３ (６４２) ６６４４
Fax ０２３ (６４２) ６６５４

山形県技術士会の趣旨

山形県技術士会の事業活動

山形県技術士会は、会員の品位と資質を向上し、高度化、総合化等
が進展する近時の科学技術に関する業務を行う者として、名実とも
に社会的地位を保つよう、会員相互の連絡・協力・研修等を通し
て、技術者の指導・育成、技術士業務の普及・啓発を行うことを目
的としています。

(1) 技術士要覧、会員技術士名簿の発行及び技術
士受験研修会、講演会などを開催し、技術士制度
並びに技術士資格の活用・普及・啓発、その他の
事業を行っています。
(2) 技術士の社会的地位向上のための活動及び各
種情報の提供を行っています。
(3) 現地見学会や会員研修等を通して、会員相互

お知らせ
平成22年度 山形県技術士会技術教養講座のご案内
開催日：平成22年10月29日（金）
場 所：山形市 山形県高度技術研究開発センター
多目的ホール（定員100名）
内 容：①可視赤外線天文学の観測技術、観測装置の話題
秋山正幸先生（東北大学准教授）
②地域づくりの深い実践に基づいた元気な
地域づくりの話題と具体例
高橋信博先生（山形県庁農山漁村計画課 専門員）
後 援：山形県 山形県建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ協会 （社）山形県測量設計業協会

の技術の向上、啓発、研修に関する事業を行って
います。
(4) 会員、社団法人日本技術士会並びに同会東北
支部との連絡と協力に関する事業を行っていま
す。
(5) 各種講習会、セミナー等への講師派遣及び各
種分野の技術指導に関する事業を行っています。

編集後記

山形空港前遮音壁を覆うムクゲ
平成22年9月6日（月）

記録的な暑い夏も、やっと終わりを告
げようとしております。このたよりが届
く頃には、秋本番を迎えていることで
しょう。暑さに強い山形県民も、さすが
にこの夏の猛暑にはうんざりだったので
はないでしょうか。昔の夏の暑さといえ
ば、カラッとした空気と青く澄んだ空が
気持ち良くさえ感じられたものですが、
今年の異常な暑さは、どこか人工的に作
られたような暑さに感じたのは私だけで
はないと思います。
左の写真は、先日ふと何気に通った山
形空港前で、国道と空港遮音壁の間に植
えられた“ムクゲ”の花が、大変綺麗に
咲いていましたのて、無断で国道脇から
撮影させていただきました。この日も国
道の気温計は37°を表示し、うだるよう
な暑さでしたが、着実に秋が近づいてい
る証拠でしょう。

山形空港といえば、日本を代表する企
業の日航の再建計画の話題が大きくメ
ディアで報道されています。その計画の
中には、山形空港を含む地方路線の減
便・廃便も多数含まれており、高速交通
網の要である本県にとって、非常に大き
な痛手になることは間違いないと思われ
ます。
会社は別名“法人”と呼ばれ、生身の
人間と同じように法律の上でも人格が与
えられているわけですが、企業が発展・
肥大化するとともに、生身の人間と同じ
ように知らず知らず、色々と悪い病気
が、企業内で蓄積されていくんでしょう
ね。
会員の技術士のみなさまも、この機会
にもう一度、自分の健康診断結果と真摯
に向き合って、自分の体のスリム化を推
進してみてはいかがでしょうか。

