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　陸前高田市。3年前の東日本大震災では、甚大な津波被害を受けた被災地のひとつ。

奇跡の一本松でも有名になった、この地に巨大な“ベルトコンベア”が出現した。

　山からの大量の土を搬出するため、ダンプ運搬に代えて、ベルトコンベアで運び出す。

　そして、新しく高台を造成し、搬出した土で平地を嵩上げして、安全な土地をいち早く築く。

　それが地元の希望。地元の小学生らが「希望のかけ橋」と命名した。

（志賀　記）

※詳しくは、http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress35/reconstruction.html
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　６月になってしまいました…。2014 年になって半年です。早すぎます…。

　皆さんは、雑誌などに載っている占いを読んだりしてますでしょうか？

　女性の方は多いかもしれませんね…。

　星座占い・血液型占い・干支占い・誕生日占いなどなど多々ありますが、この中で、星座・血液

型占い・干支占いはあんまりあたりませんよ。誕生日占いの方が当たっている確率が高いみたいで

す。

　細木数子さんの六星占術も四柱推命をもとに細木数子さんが開発した占い術だとかなり前にテレ

ビで放送されていました。

　四柱推命は統計学から運勢を割り出す学問であり、勉強すればいろいろとわかるみたいです。

　甲午という文言を見て四柱推命にも出てくるな～と感じたので占いのお話を記載致しました。

　占いの本を買う方は誕生日占いをおススメします～。

（稲田　記）
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多様な結びつき

国際航業株式会社　西日本事業本部

防災グループ長　志賀　直樹

（情報化小委員会委員長）

　このセンターニュースを編集する当センターの情報化委員会に属していることからも、本
誌に何度か文章を書かせていただきましたが、まさか、巻頭言に私の文章を載せる時が来る
とは…と、誠に恐縮しております。
　さて私事ですが、新年度より国際航業株式会社西日本事業本部の防災グループ長を拝命し、
新米管理職としてグループ員を率いて運営を行っているところです。
　グループ運営とは、これまでとは異なる知識や視野に加えて、様々な分野との融合など、
求められることも多様化しており、毎日が修行の連続です。
　そんな中、最近読んだ書籍から感じたことを列挙しながら、私が思うところをこの場をお
借りして、整理しようと考えました。

「池上彰の教養のススメ」東京工業大学リベラルアーツセンター篇：日経BP
　教養は、あらゆる人にとって、生きていく上で「最強の武器」になる。
　20世紀末から21世紀にかけて、世界は激変した。日本人や日本企
業は「これまでのルール」に則って「合理的」にモノを作り、サービス
をすることに長けていた。
　しかし、そのルールが崩壊すると…。

　教養とは、◇与えられた前提を疑う能力でもある。◇新しいルールを作る能力でもある。
◇あらゆる変化に対応するための能力でもある。◇そして、すぐには役立たないからこそ、
一生役に立つものでもある。では、教養って何を学ぶのだろうか？具体的に教養という
分野もなく、枠もない。言わば、複眼的思考（難しい？！≒多様な見方や価値観と理解
した！）を身につけること。
　教養が、直接的に仕事と結びつく職業として「政治家」がある。
　時には、一国の代表として国の評価や行く末を決めることがある。だからこそ、深い
教養という知見の上で、時には強かに、時には真摯に相手国との交渉を行う。
　ただ、歴史的に過去の政治家においては、本当の「教養？！」に辿り着けなかったの
ではないか？なぜなら、それは「多様性の無さ」に表れている。
　教養がその価値を本当に発揮するのは、多様性が担保された場である。つまり、様々
な文化・人種・性や世代に加えて、経験や知識の多様性がある中で成り立つ。
　現代は、ダヴィンチのような一人の教養人がまとめる時代ではなく、多様な分野の教
養を持つ人々が集まり、多様性のあるチームを作る時代でもある。
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　私がこの書籍から感じたことは、教養を必要とする対象は自分や自分の組織はおろか、大
きく見れば “ 建設業界 ”、更に大きく見れば “ 日本や世界 ” を含むものと理解できます。

　人には各々に多少はあれど、過去から学んだ経験や知識・知恵という教養があります。
　その一方で、人は時に思考停止の如く、暗黙的・従属的になる傾向があり、その違いは何
から来るのだろうか？その一端は、考える過程での “ 既成概念や思考のルーチン化、仕事へ
の意欲や面白み ” など “（思考の）遊びの有無 ” による処が大きいと感じられる。
　また、更に組織が有効に働くには、一人ひとりが自らの教養を理解して、多様性のある個々
を結びつけることが重要であると理解しました。

※過去、本田圭佑選手がワールドカップ大会で優勝するには、日本の強い組織力を必須条
件として、選手個々の強さを上げることが重要と話した内容に通じると思います。

　これは、私のグループに留まらず、我々が属する建設業界で考えても同様であり、“ 東日
本大震災からの復興や来る巨大地震への対応、インフラの老朽化への対応 ” など、既存の考
え方やルールでは対応できないケースが生じる中で如何に対応するのか？…
　個々の技術者や組織を超えて “ 業界全体の教養と多様性 ” が求められる時代だと感じた次
第です。このような点でも当センターの支援サービスをはじめ、それぞれに多様な結びつき
が発揮される活動を、業界全体で広げていく必要があるでしょう。

　最後に、ここまで書いた内容は私の頭の中で整理したものであり、片や個人も組織も生き
物ですから “ そんな容易ではない ” とも理解できます。
　これも私にとっての新たな教養と考え、日々精進していきたいと思います。
　稚拙な思考にお付き合いいだたき、ありがとうございました。
　今後ともよろしくお願いいたします。
　※賛否並びにご指摘・ご指導等ありましたら、何卒よろしくお願い致します。

【画像参考】http://ec.nikkeibp.co.jp/item/image/h_225080.jpg
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3月 定例理事会 Regular board of directors

　平成 26 年３月 24 日（月）15 時 00 分より、大阪キャッスルホテル会議室において、理事７名が

出席して開催した。

   定款の定めにより、髙村理事長が議長に就任し議事進行を行った。

［報告事項］

　１） 一般経過報告
  ２月の会議・会合・行事について報告した｡
　２） ２月分事業報告の件
 ①試験実施状況報告
 　試験依頼件数 259 件、受注金額は 38,126 千円、請求金額は 50,197 千円、
 　未試験金額、73,335 千円｡
 ②収支実績報告
 　入金額 45,496 千円。
　３） 平成 26 年度  協会、学会等行事予定の件
　４） 平成 26 年度大学等の非常勤講師依頼の件
　５） 平成 25 年度資格取得者報奨金支給の件
　６） その他の件
 ①ジオ・ラボネットワーク連携強化について
 ②（公社）地盤工学会公募型委員会参加の件

［審議事項］

　１） 平成 25 年度利益予想の件
　２） 平成 25 年度組合職員期末手当・役員期末報酬支給検討の件
　３） 平成 25 年度剰余金処分（案）検討の件
　４） 平成 26 年度（第 35 期）収支予算（案）策定の件
　５） その他の件

※前号への掲載がもれていました。
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定例理事会 Regular board of directors4月
　平成 26 年４月 25 日（金）15 時 00 分より、大阪キャッスルホテル会議室において、理事８名が

出席して開催した。

   定款の定めにより、髙村理事長が議長に就任し議事進行を行った。

［報告事項］

　１） 一般経過報告
 ３月の会議・会合・行事について報告した｡
　２） ３月分事業報告の件
 ①試験実施状況報告
 　試験依頼件数 195 件、受注金額は 34,561 千円、請求金額は 68,709 千円、
 　未試験金額、37,136 千円｡
 ②収支実績報告
 　入金額 61,826 千円。
　３） その他の件
 ①組合員代表者変更の件

［審議事項］

　１） 平成 25 年度決算書（案）承認の件
　２） 平成 25 年度剰余金処分（案）承認の件
　３） 平成 26 年度専務理事報酬を含む役員報酬（案）承認の件
　４） 平成 26 年度（第 35 期）事業計画（案）収支予算（案）承認の件
　５） 平成 26 年度借入金限度額（案）承認の件
　６） その他の件
　７） 第 34 期通常総会当日の役割分担（案）の件　
　８） その他の件
 ①組合員新規加入申込みの件　
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技術者紹介コーナー 第 回123

　アジア航測の山岸千鶴と申します。今回、筑波大学の後輩である間宮さんからの依頼で自己紹介

文を書かせていただくことになりました。

　私は、去年の春から社会人として働き始め、現在２年目の新米技術者です。出身は群馬県で、高

校を卒業するまでの 18 年間、群馬県太田市というところで育ちました。高校を卒業してからは長

崎大学、筑波大学大学院へと進学し、大学院での講義やアルバイトを通して防災分野で働きたいと

思い、アジア航測に入社しました。

　会社では砂防チームに所属し、基礎調査業務に携わっています。私は卒業論文、修士論文のどち

らも実験をメインに研究しました。しかも、大学院では寒冷地形の研究をしていたため、暑い場所

での現地調査はあまりしたことがありませんでした。しかし、去年の夏は現地調査に行き、暑い上

に蜂や蚊に追いかけまわされたり、マムシに遭遇したりなどの過酷な現場を乗り切ったので、精神

的にも肉体的にも鍛えられたのではないかと思っています。

　今まで、群馬から長崎、茨城、大阪といろんなところ

に住みましたが、それぞれの場所でよいところや新しい

発見などがたくさんありました。その中でも、特に長崎

が印象に残っています。長崎は、中国に由来したお祭り

や西洋風の古い建物などが多くあり、異国情緒が漂う町

です。また、坂がとても多いです。平坦な土地があまり

ないので、住宅地が山に張り付くように広がっています。

そのため、夜になるとそれらの街の光によって、夜景が

とてもきれいに見えます。長崎市の夜景は世界三大夜景

にも認定されており、まだ見たことがない方にはぜひ見

ていただきたいです。

　大阪はまだ１年しか住んでおらずあまり満喫できてい

ないので、これからは一人前の技術者になれるよう仕事

を頑張りつつ、大阪での生活も楽しんでいきたいと思い

ます。

所　　属：アジア航測株式会社
氏　　名：山岸　千鶴

〔旧正月に開催されるランタンフェスティバル〕

〔長崎市街地〕
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中小企業人材確保推進事業コーナー 【表彰論文】出展：㈳全国地質調査業協会連合会「技術フォーラム 2010」

pH

1

COD T-N
pH

pH

pH

2.

-1

95% 20
4.75mm

4.75mm

3.

(1) JIS K0058-1

-1
L/S=10 100 200

200 20 10g 2L 2L
pH EC

1 6 10 (L/S=10 1 3
5 ) )

(2)
-2 2

2 -2 36
pH 3 1 4 EC 0 7 14 21 35
20 1L )

200g(L/S=10) 20g(L/S=100) 10g(L/S=200)
2L

( 0.45 m )

1 (L/S=10)
30 (L/S=100 200)
( 5cm 10rmp)

-1

300mm

8mm

50mm

3 4

300mm

8mm

50mm

3 4

-2

-2

1.3g/cm3

±10mL/h

19
35mL/h

-1

22 4 58 16

2.674

%

g/cm3

21.0

g/cm3 1.08

564-0062 3-34-12
Tel 06-6386-3691 FAX 06-6386-3020 email maeda.n@ckcnet.co.jp

pH 



- 7 -

pH

1

COD T-N
pH

pH

pH

2.

-1

95% 20
4.75mm

4.75mm

3.

(1) JIS K0058-1

-1
L/S=10 100 200

200 20 10g 2L 2L
pH EC

1 6 10 (L/S=10 1 3
5 ) )

(2)
-2 2

2 -2 36
pH 3 1 4 EC 0 7 14 21 35
20 1L )

200g(L/S=10) 20g(L/S=100) 10g(L/S=200)
2L

( 0.45 m )

1 (L/S=10)
30 (L/S=100 200)
( 5cm 10rmp)

-1

300mm

8mm

50mm

3 4

300mm

8mm

50mm

3 4

-2

-2

1.3g/cm3

±10mL/h

19
35mL/h

-1

22 4 58 16

2.674

%

g/cm3

21.0

g/cm3 1.08

564-0062 3-34-12
Tel 06-6386-3691 FAX 06-6386-3020 email maeda.n@ckcnet.co.jp

pH 

TOC COD T-N NH4
+-N Cl- SO4

2- Ca2+ Mg2+ Na+ K+

4.

(1) 

pH EC pH OH L/S -3
pH L/S=2000 pH 9 EC

L/S 1000 L/S
L/S OH pH

(2) 
pH EC pH OH L/S -4 pH

pH=9
IC pH

pH OH L/S OH
EC L/S=10

( 240 )
(3) pH

( ) pH pH 9
OH L/S=40

OH

5.

pH
pH pH

pH H 9

pH

-

-3

-4



- 8 -

NEW FACE

　４月より　関西地盤環境研究センターに入社した、地盤技術室の金津です。

　３月 31 日まで、㈿島根県土質技術研究センターに勤務しておりました。

　もともと関西出身で、家庭の都合により、島根から帰ってきました。縁あって、関西地盤環

境研究センターで、働けることに感謝しています。

　島根県松江市に、約 14 年住んでいました。松平不昧公のお膝元で、茶道の盛んな土地でもあ

りました。その為、お茶はもとよりお茶菓子が大変おいしく、上品なところでした。昨年は出

雲大社の遷宮があったのと、パワースポットのブームで大変賑わっています。

　最近、島根県は鳥取県とタッグを組んでテレビでもよく話題に上っています。吉田君のキャ

ラクターで、島根の自虐ギャグがあったりと、地方からの発信もしているのでぜひ検索してみ

てください。今年はジオラボネット交流会が島根で開催されるので、自然豊かな島根を満喫し

ていただきたいと思います。

　センターでの生活が１ヶ月を過ぎました。いまは、地盤技術室の各部門を１〜２週間単位で

回り、各担当の方々からご指導を受けております。少しずつ仕事の流れがわかってきましたが、

まだ不慣れな点があり、ご迷惑をかけています。

　ジオラボでの交流のおかげで、勝手な親近感を持っていましたが、みなさんに温かく、フレ

ンドリーに迎え入れていただきました。改めて元気なセンターだと思いました。

　センターに来て思ったことは、とても効率的に仕事を進めて

いる点です。こういうやり方があったのかと、感心するとともに、

私も早く新しい一石を投じられるよう勉強していきたいと思い

ます。

　最後になりましたが、島根のセンターの皆様には、これまで

仕事を通して鍛えていただいたことに感謝し、関西地盤環境研

究センターでは、早く無くてはならない人材になるよう頑張り

たいと思います。

【イラスト文献・自虐ネタ文献】

http://files.hangame.co.jp/blog/2010/73/63e92bdf/03/25/28591561/63e92bdf_1269477999983.jpg

http://matome.naver.jp/odai/2130732545748482601

地盤技術室　金津　正子

日本で 47 番目に
有名な県

〔鷹の爪　吉田君〕
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（26年５月19日現在）

主　　 催 開 催 日
開 催 地 名  　　称 募集内容 申込締切

関西地質調査業協会
http://www2.ocn.ne.jp/~kstisitu/ 匠（優秀オペレータ）募集 募集 10 月１日

〜３月 31 日

全国地質調査業協会
http://www.zenchiren.or.jp/

９月 18 日〜 19 日
秋田

「技術フォーラム 2014」秋田　
http://www.zenchiren.or . jp/
forum2014

 論文 募集終了

地質リスク学会
http://www.georisk.jp/ 10 月 31 日 第５回地質リスクマネジメント

事例研究発表会 論文募集 ４月１日
〜８月 15 日

地盤工学会関西支部
http://www.jgskb.jp/

６月 25 日 第 56 回実技セミナー
「地盤情報データベースの利活用」 参加募集 ６月 11 日

11 月 21 日
Kansai Geo-Symposium 2014
−地下水地盤環境・防災・
計測技術に関するシンポジウム−

論文募集 ６月 13 日

地盤工学会
https://www.jiban.or.jp/

７月 15 日〜 17 日
北九州市 第 49 回地盤工学研究発表会 発表会

土木学会関西支部
http://www.civilnet.or.jp/ ９月 17 日 地盤情報を活用した防災ハザード

マップの開発委員会成果報告会 報告会

土木学会　
http://www.jsce.or.jp/

９月 10 日〜 12 日
大阪大学

土木学会全国大会
第 69 回年次学術講演会 講演会

日本建築学会近畿支部
http://kinki.aij.or.jp/

６月 21 日、22 日
大阪工業技術専門学校 日本建築学会近畿支部研究発表会 発表会

日本技術士会近畿本部　
http://www.ipej-knk.jp/

８月３日 技術士（第２次試験） 受験 申込終了

10 月 13 日 技術士（第１次試験） 受験申込 ６月 13 日
〜７月２日

建設コンサルタンツ協会近畿支部
http://www.kk.jcca.or.jp/

11 月第２日曜日
予定 RCCM 受験申込 ７月１日

〜 31 日予定

公益社団法人農業農村工学会
http://www.jsidre.or.jp/

8 月 26 日〜 29 日
新潟市 H26 年度農業農村工学会大会講演会 発表会

※内容の詳細については、ホームページ等でご確認願います。

行事・講習会・資格試験等のご案内
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こんな時代だから、
　　ちょっと　  に残る良い話
こんな時代だから、
　　ちょっと　  に残る良い話

今回のちょっといい話は、全米を感動させた有名な広告から引用しております。
お暇な時に、一読してみてください。

（稲田　記）

【失敗を恐れない】

君はこれまで何度も失敗した
きっと覚えてはいないだろうが
はじめて歩こうとしたあの時　君は転んでしまった
はじめて泳ごうとしたあの時　君は溺れそうになった
そうじゃなかったかい？
はじめてバットを振ったとき
バットはボールに当たったかい？
強打者たち、ホームランを一番よく打つヒッターは、
よく三振するものだ。
R.H. メーシーは、7 回も失敗したあとで　
ようやくニューヨークの店を成功させた。
英国の小説家　ジョン・クリーゼーは　564 冊の本を出版する前に
753 通の断り状を受け取った。
ベーブ・ルースは 1330 回三振した、
だが　714 本のホームランもかっとばしている
失敗を　恐れちゃいけない
トライもしないで　逃がす　チャンスこそ
恐れた方がいい　

『アメリカの心―全米を動かした 75 のメッセージ』より

【参考文献】http://archive.mag2.com/0000141254/20140418070000000.html
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【シリーズ：表彰論文㉚】

海面最終処分場の集水暗渠モデルによる pH等挙動調査　前田　直也 ･････････････６

NEW FACE　金津　正子 ･･･････････････････････････････････････････････････８
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こんな時代だから、ちょっと心に残る良い話･････････････････････････････････１０

編集後記･････････････････････････････････････････････････････････････････１１

　陸前高田市。3年前の東日本大震災では、甚大な津波被害を受けた被災地のひとつ。

奇跡の一本松でも有名になった、この地に巨大な“ベルトコンベア”が出現した。

　山からの大量の土を搬出するため、ダンプ運搬に代えて、ベルトコンベアで運び出す。

　そして、新しく高台を造成し、搬出した土で平地を嵩上げして、安全な土地をいち早く築く。

　それが地元の希望。地元の小学生らが「希望のかけ橋」と命名した。

（志賀　記）

※詳しくは、http://www.ur-net.go.jp/publication/web-urpress35/reconstruction.html

表紙説明

中小企業人材確保推進事業コーナー

編 集 後 記

編　　　集 情報化小委員会
編集責任者 中山義久
印　　　刷

発　　　行 協同組合　関西地盤環境研究センター
 〒566-0042　摂津市東別府1丁目3番3号
 TEL 06-6827-8833（代）
 FAX 06-6829-2256
 e-mail tech@ks-dositu.or.jp

http://www.ks-dositu.or.jp

　６月になってしまいました…。2014 年になって半年です。早すぎます…。

　皆さんは、雑誌などに載っている占いを読んだりしてますでしょうか？

　女性の方は多いかもしれませんね…。

　星座占い・血液型占い・干支占い・誕生日占いなどなど多々ありますが、この中で、星座・血液

型占い・干支占いはあんまりあたりませんよ。誕生日占いの方が当たっている確率が高いみたいで

す。

　細木数子さんの六星占術も四柱推命をもとに細木数子さんが開発した占い術だとかなり前にテレ

ビで放送されていました。

　四柱推命は統計学から運勢を割り出す学問であり、勉強すればいろいろとわかるみたいです。

　甲午という文言を見て四柱推命にも出てくるな～と感じたので占いのお話を記載致しました。

　占いの本を買う方は誕生日占いをおススメします～。

（稲田　記）
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