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　皆様、こんにちは。日替わりで気温や天候が変
わる今年のGWをいかがお過ごしでしたでしょう
か？私は職業上、祝日も営業しておりますので、毎

年この期間の連休というのは無いのですが、さすがにステイホー
ムの期間だったようで客数も例年より少なく、例年ですとこの期間
は毎日２件３件、ブライダル業務が入るのですが、今年は期間中
２件あっただけで、営業的には大変つらいGWでした。早くワクチ
ン接種が進み感染者数が減少し、以前のように人々が対面で会
うことができる日常になってほしいものです。ただ、ニュース等で各
地の観光地の様子を見ると意外に人出が多く、制限された生活
様式の中でなんとか頑張って、家族や友人との楽しい時間を過
ごしているんだなと感じておりました。
　今日は、月初めの例会ですので、例会に先立ち行われました
役員理事会の報告をさせて頂きます。新会員の件につきまして、
皆様に諮らせて頂きます。大山勇起さん、職業分類は警備業で
す。㈱ケイビ専務取締役です。いかがでしょうか。来週から御参
加を頂けるようにしたいと思います。創立85周年記念例会、５月
29日㈯に予定をしております。当初６時からの開会でしたが、今
年度名誉会員になられた会員の皆様にご参加頂きたいというこ
とで5時開会と致します。４時半集合、４時45分から全体集合写
真を撮ります。スケジュールにつきましては再度ご案内致しますの
で、是非ご参加をお願い致します。
　さて、ロータリーの年間プログラムでは、今月は「青少年奉仕月
間」です。今年度は地区事業としても中止になったり、オンライン
開催になったりしていますし、最近の我がクラブでは年間行事と
してはなかなか手を出していないプログラムですが、ロータリーは
こんな活動もしていると、是非頭に入れておいて下さい。
　今日の卓話は、新会員でもあります㈱矢田工業専務の成田英
樹さんにお願いしてあります。先日、テレビで南三陸震災復興記
念公園に作られた、新国立競技場を設計された隈研吾氏設計
の「中橋」を施工された特集をされていました。その辺りのお話し
も聴けるのかなと思っております。後程宜しくお願い致します。

会長挨拶 池田達哉会長

　ロータリーレートが５月から１ドル109円に変更
となります。中央分区より新会員ロータリーセミナ
ーのご案内が来ております。６月６日㈰10時か

ら、南東北総合卸センターになります。参加対象者は入会３年
未満の会員となりますので、個別にご案内をさせて頂きます。

幹事報告 佐藤政弘幹事

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございま
す。成田君、卓話を楽しみに。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は成田君の卓話を楽しみにしております。
 伊野泰司君、横田重一君、福島佳之君
 橋本　勝君、幕田宙晃君、有賀隆宏君
 今泉正規君、福内浩明君、渡邊邦浩君
 橋本謙一君
◎本日は宜しくお願いします。 成田英樹君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／49名　欠席／50名
出席率／49.49％　前回修正率／69.32％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

　東京オリンピックが怪しくなる昨今。やるべきか？やらざるべきか？。
　松山英樹のマスターズ制覇に日本が沸いた。誰もが誇らしく感じ
たのでは。真夏には甲子園で沸く。母校でなくともどこにいても郷里
の高校を自然と応援する日本人。自分が日本人、福島県人である
こと、を感じる瞬間。
　オリンピックは世界中の人が自分のアイデンティティを感じる場、
そして世界との繋がりを感じる場。安全安心に東京オリンピックが
開催され、世界が沸くことを望む。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

全国自治会連合会
　　会長　鈴木光二氏

次 回 第39回例会
令和3年5月20日㈭
ゲスト卓話

　私は1978年４月13日生まれ、福島県郡山市出身です。郡山第
二中学校、安積高校を卒業し、日大の土木工学科に進みました。
こちらでは４年間土木を学び、その後より専門的に学びたいという
ことで、新潟県長岡にあります技術科学大学の大学院に２年間
行っておりました。卒業後に矢田工業に入社しております。趣味は
旅行で、基本的に橋梁を見に行くことが好きで色んな所に行って
おります。
　弊社は矢田工業㈱と申しまして、郡山市西田町にあります。12
年前までは横塚にありましたが、周りに商業施設が多く出来て参り
まして、色々苦情が出るようになり西田に移転しております。設立は
昭和24年、資本金は8,000万円、従業員は132名います。事業所と
致しましては、本社の他に東京・大阪・仙台に支店、静岡・名古屋・
広島・九州に営業所、山形・山梨・新潟に事業所があります。沿革と
しては1949（昭和24）年に矢田工業所が開設され、1998年に本
社と工場を郡山市に西田町に移転しております。2013年からはベ
トナムに日本の橋梁技術を展開していこうと考え、ベトナムに事務
所を開設しています。現地法人を2015年に立ち上げ、YABCとい
う会社を設立しております。2018年には、経済産業省の地域未来
牽引企業に認定して頂いております。2020年には外務省の外郭
団体ジャイカから案件化調査の契約を結び、ベトナム国における
低コスト型短橋梁、建設技術に関する案件化調査ということで只
今行っておりますが、このコロナで実際は国内業務のみ進めてい
るところです。その他、企業の取り組みとしましては「私の福島夢の
橋」という、橋の絵のコンクールを2013年より行っております。こちら
は福島県内の小学生を対象とした絵画コンクールとして開催して
おります。復興庁・福島県・福島県教育委員会や報道機関の方と
色んな方にご協力頂いて開催しております。昨年まで8年間で福
島県内から11,421の作品の応募がありました。
　橋梁建設は公共工事となります。国が都道府県・市町村など行
政府が道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる工
事となります。発注機関は国・都道府県・市町村・高速道路会社が
橋梁を発注します。工事発注までの流れとしては、事業計画が各
行政府が行いまして地元に説明を行います。その後、測量を行い
設計がなされ、最終的に地元に説明をして用地買収となって初め
て工事着手となります。全体を発注者が行うんですが、この中で測
量や設計を測量設計会社が行います。測量や設計を行う会社を
設計コンサルタントと言うんですが、社会インフラを整備するための
調査・計画・設計などの業務を行う会社です。業務内容は予備設
計・詳細設計というものがあり、道路や橋が設計されていきます。
我々橋梁会社は工事着手以降に携わることになります。橋梁会社

矢田工業㈱
専務取締役　成田英樹君

「夢を力に、
　　　　明日へ架ける」

会員卓話

　５月29日㈯の例会は夕方５時から85周年記
念例会となっております。６月３日は卓話をパス

ト会長の鈴木禎夫さんから、創立85周年実行委員長として創
立記念日例会についてのお話をして頂きます。さよなら例会に
つきましても、夜の６時から開催となりますので、宜しくお願い致
します。
　本日は会員卓話と致しまして、矢田工業㈱専務取締役の
成田英樹君にお話を頂戴致します。

　５月・６月の親睦ゴルフコンペのご案内をさせて頂きます。５
月25日㈫グランディ那須白河ゴルフクラブ（85周年記念ゴルフ
コンペ）、６月15日㈫グリーンアカデミーカントリークラブにて開
催予定です。

プログラム委員会報告・紹介
伊野泰司委員長

と言いましても橋梁の使用する材料によって大きく二つに分かれま
す。鋼橋コンクリート橋に区分されるわけですが、橋桁を構成する
材料によって分けられます。鋼橋というものが主たる材料が鉄で
す。その他、コンクリート橋。こちらは主たる材料はコンクリートになり
ます。鋼橋の現状ですが、一番ピーク時で鉄の重さで年間60～90
万トンの建設量がありましたが、年々減ってきて近年は30万トン前
後になっています。橋梁の維持管理というのも非常に大事になって
きており、日本にはいくつの橋梁があるでしょうか？全国には約73万
強の橋があります。そういった橋の中で管理者別に分けますと、一
番多く管理しているのは市町村（48万橋）、二位が都道府県政令
都市（18万橋）、三位が国交省（3.8万橋）です。
　南三陸の中橋をご紹介します。中橋は東日本大震災で甚大な
被害を被ったわけですが、復興のシンボルとなる橋梁を建設すると
いう事で、新国立競技場を設計されました隈研吾さんに設計を依
頼されました。パイプトラス構造のダブルデッキ、二階建ての橋を隈
さんが設計し、日本初の構造形式ということで弊社で取り組みまし
た。橋の長さは80ｍで、使用した鉄の重さは280トン。パイプトラスと
いう構造ですが、スカイツリーがパイプトラスでして、あれを上に伸
ばしたのではなくて横にしたようなイメージです。その他としまして
は、ドローンを活用した工事状況の確認や、3Ｄレーザースキャナー
を使って工事を進めております。

〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240
〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

佐藤　聡委員長ロータリー情報委員会

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

5月誕生日祝い

　2日／松宮　勇君 　4日／小林良一君
　8日／竹内誠司君 12日／二瓶健一君
15日／湯浅大郎君 21日／佐藤文和君
24日／太田健三君 30日／阿部充正君

　2日／松宮　勇君 　4日／佐藤尚宏君
　7日／林　　誠君 　9日／伊藤清郷君
15日／池田達哉君、青木　誠君
16日／宮川卓也君 17日／宮川雄次君
18日／阿部和博君

5月結婚記念日祝い

　環境省が進めるクールビズのスタート期間が５
月ですので、来週からノーネクタイで参加すること
を認めます。宜しくお願いします。

横山　大S・A・A
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　皆様、こんにちは。日替わりで気温や天候が変
わる今年のGWをいかがお過ごしでしたでしょう
か？私は職業上、祝日も営業しておりますので、毎

年この期間の連休というのは無いのですが、さすがにステイホー
ムの期間だったようで客数も例年より少なく、例年ですとこの期間
は毎日２件３件、ブライダル業務が入るのですが、今年は期間中
２件あっただけで、営業的には大変つらいGWでした。早くワクチ
ン接種が進み感染者数が減少し、以前のように人々が対面で会
うことができる日常になってほしいものです。ただ、ニュース等で各
地の観光地の様子を見ると意外に人出が多く、制限された生活
様式の中でなんとか頑張って、家族や友人との楽しい時間を過
ごしているんだなと感じておりました。
　今日は、月初めの例会ですので、例会に先立ち行われました
役員理事会の報告をさせて頂きます。新会員の件につきまして、
皆様に諮らせて頂きます。大山勇起さん、職業分類は警備業で
す。㈱ケイビ専務取締役です。いかがでしょうか。来週から御参
加を頂けるようにしたいと思います。創立85周年記念例会、５月
29日㈯に予定をしております。当初６時からの開会でしたが、今
年度名誉会員になられた会員の皆様にご参加頂きたいというこ
とで5時開会と致します。４時半集合、４時45分から全体集合写
真を撮ります。スケジュールにつきましては再度ご案内致しますの
で、是非ご参加をお願い致します。
　さて、ロータリーの年間プログラムでは、今月は「青少年奉仕月
間」です。今年度は地区事業としても中止になったり、オンライン
開催になったりしていますし、最近の我がクラブでは年間行事と
してはなかなか手を出していないプログラムですが、ロータリーは
こんな活動もしていると、是非頭に入れておいて下さい。
　今日の卓話は、新会員でもあります㈱矢田工業専務の成田英
樹さんにお願いしてあります。先日、テレビで南三陸震災復興記
念公園に作られた、新国立競技場を設計された隈研吾氏設計
の「中橋」を施工された特集をされていました。その辺りのお話し
も聴けるのかなと思っております。後程宜しくお願い致します。

会長挨拶 池田達哉会長

　ロータリーレートが５月から１ドル109円に変更
となります。中央分区より新会員ロータリーセミナ
ーのご案内が来ております。６月６日㈰10時か

ら、南東北総合卸センターになります。参加対象者は入会３年
未満の会員となりますので、個別にご案内をさせて頂きます。

幹事報告 佐藤政弘幹事

◎本日も例会へのご参加、ありがとうございま
す。成田君、卓話を楽しみに。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は成田君の卓話を楽しみにしております。
 伊野泰司君、横田重一君、福島佳之君
 橋本　勝君、幕田宙晃君、有賀隆宏君
 今泉正規君、福内浩明君、渡邊邦浩君
 橋本謙一君
◎本日は宜しくお願いします。 成田英樹君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

総員／99名　出席／49名　欠席／50名
出席率／49.49％　前回修正率／69.32％
他クラブ出席／6名

佐藤修朗委員出席報告

　東京オリンピックが怪しくなる昨今。やるべきか？やらざるべきか？。
　松山英樹のマスターズ制覇に日本が沸いた。誰もが誇らしく感じ
たのでは。真夏には甲子園で沸く。母校でなくともどこにいても郷里
の高校を自然と応援する日本人。自分が日本人、福島県人である
こと、を感じる瞬間。
　オリンピックは世界中の人が自分のアイデンティティを感じる場、
そして世界との繋がりを感じる場。安全安心に東京オリンピックが
開催され、世界が沸くことを望む。（山口松之進）

クラブ会報委員会から一言

全国自治会連合会
　　会長　鈴木光二氏

次 回 第39回例会
令和3年5月20日㈭
ゲスト卓話

　私は1978年４月13日生まれ、福島県郡山市出身です。郡山第
二中学校、安積高校を卒業し、日大の土木工学科に進みました。
こちらでは４年間土木を学び、その後より専門的に学びたいという
ことで、新潟県長岡にあります技術科学大学の大学院に２年間
行っておりました。卒業後に矢田工業に入社しております。趣味は
旅行で、基本的に橋梁を見に行くことが好きで色んな所に行って
おります。
　弊社は矢田工業㈱と申しまして、郡山市西田町にあります。12
年前までは横塚にありましたが、周りに商業施設が多く出来て参り
まして、色々苦情が出るようになり西田に移転しております。設立は
昭和24年、資本金は8,000万円、従業員は132名います。事業所と
致しましては、本社の他に東京・大阪・仙台に支店、静岡・名古屋・
広島・九州に営業所、山形・山梨・新潟に事業所があります。沿革と
しては1949（昭和24）年に矢田工業所が開設され、1998年に本
社と工場を郡山市に西田町に移転しております。2013年からはベ
トナムに日本の橋梁技術を展開していこうと考え、ベトナムに事務
所を開設しています。現地法人を2015年に立ち上げ、YABCとい
う会社を設立しております。2018年には、経済産業省の地域未来
牽引企業に認定して頂いております。2020年には外務省の外郭
団体ジャイカから案件化調査の契約を結び、ベトナム国における
低コスト型短橋梁、建設技術に関する案件化調査ということで只
今行っておりますが、このコロナで実際は国内業務のみ進めてい
るところです。その他、企業の取り組みとしましては「私の福島夢の
橋」という、橋の絵のコンクールを2013年より行っております。こちら
は福島県内の小学生を対象とした絵画コンクールとして開催して
おります。復興庁・福島県・福島県教育委員会や報道機関の方と
色んな方にご協力頂いて開催しております。昨年まで8年間で福
島県内から11,421の作品の応募がありました。
　橋梁建設は公共工事となります。国が都道府県・市町村など行
政府が道路や橋などの社会資本の整備を目的として行われる工
事となります。発注機関は国・都道府県・市町村・高速道路会社が
橋梁を発注します。工事発注までの流れとしては、事業計画が各
行政府が行いまして地元に説明を行います。その後、測量を行い
設計がなされ、最終的に地元に説明をして用地買収となって初め
て工事着手となります。全体を発注者が行うんですが、この中で測
量や設計を測量設計会社が行います。測量や設計を行う会社を
設計コンサルタントと言うんですが、社会インフラを整備するための
調査・計画・設計などの業務を行う会社です。業務内容は予備設
計・詳細設計というものがあり、道路や橋が設計されていきます。
我々橋梁会社は工事着手以降に携わることになります。橋梁会社

矢田工業㈱
専務取締役　成田英樹君

「夢を力に、
　　　　明日へ架ける」

会員卓話

　５月29日㈯の例会は夕方５時から85周年記
念例会となっております。６月３日は卓話をパス

ト会長の鈴木禎夫さんから、創立85周年実行委員長として創
立記念日例会についてのお話をして頂きます。さよなら例会に
つきましても、夜の６時から開催となりますので、宜しくお願い致
します。
　本日は会員卓話と致しまして、矢田工業㈱専務取締役の
成田英樹君にお話を頂戴致します。

　５月・６月の親睦ゴルフコンペのご案内をさせて頂きます。５
月25日㈫グランディ那須白河ゴルフクラブ（85周年記念ゴルフ
コンペ）、６月15日㈫グリーンアカデミーカントリークラブにて開
催予定です。

プログラム委員会報告・紹介
伊野泰司委員長

と言いましても橋梁の使用する材料によって大きく二つに分かれま
す。鋼橋コンクリート橋に区分されるわけですが、橋桁を構成する
材料によって分けられます。鋼橋というものが主たる材料が鉄で
す。その他、コンクリート橋。こちらは主たる材料はコンクリートになり
ます。鋼橋の現状ですが、一番ピーク時で鉄の重さで年間60～90
万トンの建設量がありましたが、年々減ってきて近年は30万トン前
後になっています。橋梁の維持管理というのも非常に大事になって
きており、日本にはいくつの橋梁があるでしょうか？全国には約73万
強の橋があります。そういった橋の中で管理者別に分けますと、一
番多く管理しているのは市町村（48万橋）、二位が都道府県政令
都市（18万橋）、三位が国交省（3.8万橋）です。
　南三陸の中橋をご紹介します。中橋は東日本大震災で甚大な
被害を被ったわけですが、復興のシンボルとなる橋梁を建設すると
いう事で、新国立競技場を設計されました隈研吾さんに設計を依
頼されました。パイプトラス構造のダブルデッキ、二階建ての橋を隈
さんが設計し、日本初の構造形式ということで弊社で取り組みまし
た。橋の長さは80ｍで、使用した鉄の重さは280トン。パイプトラスと
いう構造ですが、スカイツリーがパイプトラスでして、あれを上に伸
ばしたのではなくて横にしたようなイメージです。その他としまして
は、ドローンを活用した工事状況の確認や、3Ｄレーザースキャナー
を使って工事を進めております。

〒963‒0119  郡山市巳六段 116

㈲サンヨープロパン
代表取締役 橋　本　　勝

☎ 946‒2400　　945‒9240
〒963‒8004  郡山市中町 10‒10

郡山ビューホテル㈱
常務取締役 平　栗　俊　昭

☎ 939‒1111　　939‒1142

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

佐藤　聡委員長ロータリー情報委員会

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

5月誕生日祝い

　2日／松宮　勇君 　4日／小林良一君
　8日／竹内誠司君 12日／二瓶健一君
15日／湯浅大郎君 21日／佐藤文和君
24日／太田健三君 30日／阿部充正君

　2日／松宮　勇君 　4日／佐藤尚宏君
　7日／林　　誠君 　9日／伊藤清郷君
15日／池田達哉君、青木　誠君
16日／宮川卓也君 17日／宮川雄次君
18日／阿部和博君

5月結婚記念日祝い

　環境省が進めるクールビズのスタート期間が５
月ですので、来週からノーネクタイで参加すること
を認めます。宜しくお願いします。

横山　大S・A・A


