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2020年7月31日
（金）
（第4,758回）
例会
新国立競技場整備事業と
都市と緑のネットワーク
（環境共存型スタジアム）について
大成建設
（株） 常務執行役員 建築営業本部
副本部長
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環境共存型の新国立競技場につきまして，
設計上のいくつかのコンセプト，ポイントを
ご説明します。
ちなみに工事につきましては，ピーク時は
作業員が 1 日約2,800人，そして労働時間と
しては1,400万時間という膨大な時間をかけ
てつくり上げました。
環境共存型ということで，隈 研吾先生の
ご協力をいただきながら設計を進めました。
工事概要としては，大体平面的に言いますと，
東京ドームが 2 つ半ぐらいおさまる規模です。
高さは47m，ちなみに大阪ドームよりは30m
ほど低い建物です。観客席は，オリンピック
時は約 6 万人で開催する予定でしたが，マッ
クスは 8 万人の席までセットできます。工期
は 3 年（36カ月）で竣工しました。
8/14
（金）
はお盆休み休会

8月21日（金）
（第4,760回例会）
の卓話
欧州エネルギー取引所 上席アドバイザー
米州住友商事
（株） 前ワシントン事務所長

◇ 全 国 の 木 材 を 使 っ た 外 装 ◇
設計のコンセプトは大きく 3 つあります。
「木と緑のスタジアム」
，それから競技者，ア
スリートのための「臨場感のある見やすい
スタジアム」
，また「環境共存型スタジアム」
ということで，木材を多く使うということで
取り組んでいます。
まず立地条件ですが，明治神宮の内苑から
皇居まで，貴重な東京の緑の中に国立競技場
があります。これらをつなぐ緑に囲まれたス
タジアムです。
外観は，木材（スギ）を使用しまして，
「軒
庇（のきびさし）」で表現しています。全国の
木材を使いまして，イメージとしましては日
本最古の五重塔でございます，法隆寺の垂木
（たるき）をイメージした形での外装になって

次回8月28日（金）の卓話

髙 井 裕 之 氏
「コロナと人種問題に揺れるアメリカ
～秋の大統領選を占う～」

NHK 大阪拠点放送局
チーフ・プロデューサー

内
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「大阪発“朝ドラ”の舞台裏」

（プログラム担当 田中 惠次 君）
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います。
木材につきましては，47都道府県から軒庇
の材料を集めまして，それぞれを，北で採れ
た木材は競技場の北のほうに，南で採れた木
材は競技場の南のほうに配置しています。
「大地の杜」と「空の杜」という言葉を使っ
ています。東側と西側にもともと 9 mの段差
があったのですが，高いほうの東側のレベル
でぐるりと一周，人が歩けるペデストリアン
デッキを構築しまして，
「大地の杜」として人
が自由に散策できる場所をつくっています。
◇「 森 の 木 漏 れ 日 」 を 客 席 に ◇
続いて，臨場感，見やすさというところを
ご説明します。今回のスタジアムは 3 層構造
になっています。上に行くほど角度が急にな
っていますが，どの席からもフィールドが見
える競技場です。
椅子につきましては，モザイク模様の椅子
を配置しまして，人がいなくても賑わいのあ
るスタジアムを演出しようということで設計
されています。
ちなみに隈先生のイメージは，
「森の木漏
れ日」を客席に表したいということで，5 色の
色をコンピュータ上ではじき出して，設計し
てセットしています。下のほうがフィールド
に近い茶色が多くて，中段が緑，そして上の
ほうが雲に白く抜けていくような形で白を多
く配置しているというような形でご覧いただ
けるかと思います。
様々な方が利用するということで，世界最
高水準のユニバーサルデザインを実現してい
ます。例えば車椅子を利用する方には同伴の
方が必ずいらっしゃいますので，そういう方
の客席も常にペアでセットしています。
特にオリンピックは暑い時期を想定してい
ますので，空気の流れをうまく利用しようと
いうことでいろいろ知恵を絞りました。その
結果，外からの風がスタジアムの中に，コン
コースも通って入ってきて，中央でフィール
ドの熱によって上昇気流が発生し，空気が
逃げていくというような大きな風の流れをつ
くっています。無風の場合は送風機のファン
が強制的に風をつくるというシステムもあり

ます。
一番上の大きな軒庇から夏の風をスーッと
中に取り入れたいので，南面につきましては
この庇の間隔は非常に狭くなっています。冬
の風はフィールドにおりるとやっぱり寒いの
で，そのまま通り抜けさせたいということで，
北側のほうの庇につきましてはピッチが粗く
なっています。
◇ 施 工 上 神 経 を 使 っ た 屋 根 ◇
軒庇の木材は森林認証された森から伐採
しまして，地球環境保全に注意を払いながら
工事を進めてまいりました。
構造的なことで，一番施工上神経を使った
のが屋根です。根元から60mはね出して何も
支えがない片持ち屋根で，これを 3 つに分け
て，空中でジョイントしながらつくっていく
ということで，2 年目のこの屋根の工事が実
は工程上一番重要という形で進めてまいりま
した。
屋根につきましては，選手が見上げたとき
に，木材の温もりをということで，鉄骨にそ
れぞれラチス材にはスギ，下弦材にはカラマ
ツを，このような形でセットして鉄骨を建て
ました。
最後に工期厳守ということで取り組んでき
ましたので，PC化できるものはほとんどPC
化し，要は外の工場でつくったものをこの現
場に運びクレーンで取り付けていくというこ
とで進めてきました。
本来であれば，オリンピックが今真っ最中
というイメージで工事を進めましたが，いず
れにしてもこのスタジアムは周囲の神宮の森
に調和して，新しい時代のスポーツや文化の
発信拠点として，また，都民，市民の皆さん
に楽しんでいただく開かれたスタジアムとし
てこれから活用していただくことを，祈念し
ています。

（スライド・映像とともに）
卓話者紹介：1960年生まれ。’84年日本大学大学
院理工学研究科建築学卒業。同年大成建設（株）
入社。2015年執行役員東京支店新国立競技場担
当。’20年常務執行役員建築営業本部副本部長。
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羽鳥 敬彦会員 逝去
急性心不全により7月初めに
急逝されました。
（66歳）
同君は2004年ご入会，理事・
国際奉仕委員長，副S.A.A.，
特に国際奉仕委員長の折に
は，国際奉仕事業の為にネ
パールまで行って下さるなどご活躍下さい
ました。この6月までは友好副委員長とし
てテーブルマスターをお務め頂いておりま
したので，思わぬお別れとなってしまいま
した。謹んでご冥福をお祈りいたします。

国内ゲスト
2名
北口 雄一氏 クラブゲスト：本日のスピーカー
吉川 千里氏

クラブゲスト：故吉川 邦英会員ご令室
出席会員 183名（内 5 名免除会員）

※特別出席規定免除申し出会員含む
欠席会員 51名
出席規定免除会員 28名
会員総数 257名
出席率 78.21%
前々例会（7月10日）の補正出席率 83.04%
本日のプログラム司会：小口 新平君

Members News
吉川 秀隆君（理髪店用備品製造）
弟 邦英逝去の際は多くのご厚情を賜りあり
がとうございました。本日は時間を与えてく
ださいましてありがとうございます；
衛藤 洋一君（建
設）
藤城 豪二君（銀
行）
堀
晋一君（綜 合 商 社）
河津 誠司君（企 業 監 査 業）
武井 真剛君（航 空 運 輸 業）
米倉
淳君（酒精・清涼飲料）
新しく入会させて頂きます。どうぞよろしく
お願い申し上げます（以上6件）
；
早嶋
茂君（書 籍 販 売）
河津会員のご入会を祝して；
立野 純三君（金 物 製 造）
山本 雅弘君（放
送）
武井会員のご入会を歓迎して（以上2件）
；
錢高 一善君（建
設）
藤城会員の入会を歓迎して；
錢高 丈善君（建
設）
衛藤会員の入会を歓迎して；
角元 敬治君（銀
行）
衛藤会員，藤城会員，堀会員のご入会お祝い；
吉本 晴之君（不 動 産 経 営）
堀会長，佐川副会長，江藤幹事，コロナで大
変ですが一年間宜しくお願い申し上げます；
山階 照雄君（宗
教）
役員の皆様，本年も宜しく！；
藤岡 幸夫君（音
楽）
長期欠席申し訳ありません；
白川 基光君（ソフトウェア開発）
メークアップばかりでごめんなさい！；

今週の Happy Birthday ！
門田 守人君（外 科 医）
小松 健男君（ホテル・旅館・料理店）
嘉納 秀一君（設 備 工 事）
中野健二郎君（不動産賃貸業）
小口 新平君（建
設）
川勝 泰司君（鉄道運輸業）
吉川 秀隆君（理髪店用備品製造）

8月8日
8 月12日
8 月13日
8 月13日
8 月14日
8 月17日
8 月17日

【みおつくし奨学金】

（宮古との奨学金制度にのみ使います）

春次賢太朗君（歯 科 医）
藤木，新居両副S.A.A.と目が合いましたので；

New Members Introduced
河 津 誠 司君
Kawazu, Seiji
入会
誕生

2020
1969

7-31
5-15

推薦者 早嶋
茂君
䕃山 秀一君

企業監査業 Public Accountant
有限責任監査法人トーマツ
監査・保証事業本部 第二事業部 関西エリア総括部長
Deloitte Touche Tohmatsu LLC
Audit & Assurance, Kansai Region Leader
541－ 中央区今橋4-1-1 淀屋橋三井ビルディング
0042 TEL 4560-6010 FAX 4560-6020
669－ 三田市あかしあ台5-17-1
1323 TEL/FAX（079）564-7056
委員委嘱

友好委員

〈自己紹介〉大阪天王寺で生まれ育ち，大江小学校，
天王寺中学校，高津高校，京都大学です。2年間
アメリカ，3年間東京に行っていたのを除きずっと
関西です。仕事柄，なかなか笑顔を絶やさず仕事
をするということには慣れておりませんが，できる
だけ皆さんと笑顔でお話をさせて頂けるようにし
たいと思います。よろしくお願いいたします。
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Club News

藤 城 豪 二君
Fujishiro, Goji
入会
誕生

2020
1965

委員会等
ロータリー情報委員会
社会奉仕委員会

7-31
1-5

推薦者 錢高 一善君
宮崎 智史君

銀行 Banking
（株）
みずほ銀行 専務執行役員
Mizuho Bank, Ltd.
Senior Managing Executive Officer
541－ 中央区今橋4-2-1
0042 TEL 6222-9701 FAX 6209-9508
自宅非公開
委員委嘱

友好委員

〈自己紹介〉この4月からまいりまして関西，
大阪は初めての勤務です。スタートがこうい
う環境のため，行動に制約が生じていて本当
の大阪のよさをまだ十分に認識するに至って
いない状況です。まずは，このロータリーに
きちっと貢献できるようにするのはもちろん
ですが，是非いろんな会でご一緒させていた
だき，ご指導いただければと思いますのでよ
ろしくお願いいたします。趣味はなかなか何
度やってもうまくならないゴルフと，他にも
スポーツ，音楽鑑賞などです。よろしくお願
いします。
（趣味の会：洋酒）
堀
晋 一君
Hori, Shinichi
入会
誕生

2020
1963

7-31
8-5

推薦者 文箭 安雄君
松澤 佑次君

綜合商社 General Trading
三井物産（株） 執行役員 関西支社長
Mitsui & Co., Ltd.
Managing Officer & General Manager
530－ 北区中之島2-3-33
0005 TEL 6226-2001 FAX 6226-2019
自宅非公開
委員委嘱

友好委員

〈自己紹介〉東京出身で1986年大学を卒業，
入社以来通算13年のアメリカ駐在期間を含
め約34年間，同社で主に鉄鋼製品の仕事に
従事しています。この4月から初めての大阪
に，妻と二人で非常に楽しみに参りました。
この状況下なかなか出歩くこともできずにお
りますが，今後ぜひ楽しみたいと思っていま
す。子どもは3人，内2人はもう既に独立，
一番下の娘が北海道で獣医の勉強中の大学2
年生です。散歩中にどんぐりを拾ってきては
埋めて，長い間かけて育てるというのが趣味
といえば趣味かなというところです。よろし
くお願いします。 （趣味の会：ホロニガ）

7 月31日
7 月31日

７月度定例理事会
日 時：2020年 7 月 3 日（金）11:20～12:00
場 所：ホテル西館 2 階「梅の間」
協議・承認事項
1）2 020～21年度会計予算（承認）

地区大会（12/11（金）～12（土））
登録料：

上半期は地区より要請なし
2）
本年度メークアップ対象行事（掲載済）
3）
新会員選考（新規選考5名，入会承認8名）
4）
新入会員に委員委嘱（入会時掲載）
5）
会員職業分類変更（小泉会員・掲載済）
6）
出席規定適用免除（斎藤洋会員・掲載済）
7）
新型コロナウイルス対策・今年度対応

（詳細は会報3182参照・特別免除は 9 月末まで延長）

報告事項
1）
会員退会（掲載済）
2）7 月 1 日現在会員数（252名）
3）
簡 仁一ガバナー公式訪問（7/17（金）
）
4）
大蔭政勝IM6組ガバナー補佐来会（7/3（金）
）
5）
第1回クラブ奉仕部門フォーラム
（8/7
（金）
）
6）
青少年奉仕委員会担当記念例会と

第2回クラブフォーラム（9/4（金）
（
「密」を避けるため，大阪RAC代表 2 名，

 相愛IAC代表 2 名と顧問先生のみを招待）
7）
出前授業（9/10（木）
・大阪国際大和田高校）
8）
前年度 6月及び一年間
ロータリー財団・米山寄付報告（掲載済）
9）
前年度ニコニコ箱収入報告（掲載済）
10）8月例会卓話プログラム（掲載済）
11）
・京阪神 3 RC連絡懇談会（9/25（金）
・大阪ホスト）
・大輪ゴルフ会（当クラブホストで開催予定
（10/27（火））のところ，
コロナ禍のため次年
度への延期を決定・各クラブに通知済み）
・卒寿お祝い（掲載済）
・大阪RC新ホームページ開始（掲載済）
・前年度「地区特別プロジェクト・友愛」
完了
当クラブ協賛（災害支援特別会計150万円）
〈出席〉
堀，鳥井，佐川，松岡，薩摩，塩野，
佐々木，小原，笹倉，上田，藤木，黒田雅，
嘉納治，江藤
14名
RI送金レート変更
2020年 8 月 1 日からのロータリーレートは，
1 ドル＝105円（旧107円）です。
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