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第２８３０地区 青森北東ロータリークラブ会報 

K.R.“ラビ”ラビンドラン〈2015~2016 年度会長〉  
 

第 2830 地区ガバナー 鈴木唯司 

 

□会長：加藤 彰 □副会長：本間義悦 □幹事：寺田 誠 □広報：遠間善弘 

□例会日：毎週水曜日 PM12：30～PM13:30 □例会場：ホテル青森 □事務局：青森市堤町 1-1-23 ホテル青森内 ℡017-735-2060   

Be a gift to the world 世界へのプレゼントになろう 

第 2430 回例会（2016.5.11） №41 

～ 三ロータリークラブ合同例会 ホスト：青森北東ＲＣ ～ 

 

●ＲＩのテーマ唱和 

●点  鐘  青森北東ＲＣ 会長 加藤 彰 

●四つのテスト唱和  

●国歌斉唱 

●ロータリーソング それでこそロータリー 

●ゲスト紹介 

福田 豊様（ＪＡＬ日本航空 青森支店長） 

ファム フォン タインさん（米山奨学生） 

●会長の時間 青森北東ＲＣ 会長 加藤 彰 

〇「ザハ・ハディド氏ご逝去」の要約 

 3月 31日、ザハ・ハディド氏がご逝去さ 

れました。享年 65歳でした。2012年新国 

立競技場基本構想国際デザインコンペで最 

優秀賞に輝き、2015年に白紙撤回された建 

築家です。ザハ氏はその奇想天外なデザイ 

ンで「アンビルドの女王」と揶揄された時 

期がありましたが、2004年には建築設計の 

ノーベル賞と言われるプリツカー賞に女性 

で初めて輝き、2016年 2月には RIBA（王立 

英国建築協会）のロイヤルゴールドメダル 

にも輝きました。コンピュータを駆使した 

デザインは世界に新しい建築の可能性を示 

したと思います。ザハ氏にとって、世界ト 

ップランクの日本の建築家や建設技術に対 

して尊敬の念が深かった分、白紙撤回され 

た事への怒りは大きく、裏切られたような 

悲しさを持ったと思います。建築の持つ社 

会への影響力、社会貢献としての大きさは 

計り知れないものがあり、今回の発注者側 

のマネジメントの不在と無責任体制が招い 

た迷走は残念でなりません。 

白紙撤回された後はデザイン・ビルド（設 

計・施工）方式によるコンペが行われまし

たが（本来、設計は独立した存在でなけれ

ばならないと思いますが）、応募はたったの

2JVで、短期間の中で決定しました。A案（隈

研吾・梓設計・大成建設）、B案は（伊東豊

雄・日本設計・竹中工務店・清水建設・大

林組）でどちらも著名な建築家による競争

でした。評価点も610点対602点の僅差で、

評価されたのはデザイン性ではなくコスト

と工期の安定性でした。概算工事費はどち

らも 1500億円で、設計条件がだいぶ削られ

た事を考えると、ザハの案も 1500億円で出

来たのではないかと思います。また、採用

された A案は観客席のデザインがザハの案

に非常に似通っていて、今後、著作権の問

題で訴訟になる可能性もあります。いずれ

にしても、東京オリンピックまでの時間が

無くなったことから、デザインではなく、

コストと工期を重視した決定には、長い時

間、社会ストックとしての建築に求められ

るものは何なのか、甚だ疑問に思います。 

ソウルの東大門デザインプラザが 2014 

年に竣工しました。曲線を多用したダイナ

ミックな複合施設です。また、2018年には

世界最大のハブ空港が北京に竣工します。

何れもザハ・ハディドの作品です。ロータ
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リーの世界大会がソウルで行われます。是

非、東大門デザインプラザに行って、ザハ・

ハディドの冥福をお祈りしたいと思います。 

・七戸ＲＣ創立５０周年記念式典開催のご案内 

 ６月１１日（土）１５時～ 柏葉館 登録料： 

10,000 円 締切り５月２０日 

・六ヶ所ＲＣ創立２０周年記念式典開催のご案内  

 ７月３０日（土）１５時～ 六ヶ所文化交流 

プラザ スワニー 登録料：10,000 円  

締切り６月３０日 

●幹事報告  青森北東ＲＣ 幹事 寺田 誠 

・ロータリーの友５月号（配布） 

・青森ＲＣより会報（回覧） 

・委員会報告、出席報告、ニコニコ報告は省略 

させていただきます。（各クラブの会報に掲載） 

●次回三ロータリークラブ合同例会予告 

今年度三ロータリークラブ合同例会日程は全 

て終了いたしました。ご出席くださいまして 

誠にありがとうございました。 

●会員総数 ３６名 内免除申請会員３名 

●本日の出席率 ３３名中２５名 75.76％ 

●4月 20日確定率 ３３名中２８名 84.85％ 

●メークアップ      

 ５月 ２日 三上 巽 村上秀一 相馬敏行 

（青森中央ＲＣ） 

 ５月 ６日 三上 巽 村上秀一 相馬敏行 

（青森東ＲＣ） 

 ５月 ９日 三上 巽 村上秀一 相馬敏行 

（青森中央ＲＣ） 

●卓  話 

「日本航空からみた青森県『航空の果たす役割』 

需要創出のためにやるべきこと」 

福田 豊様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いつも笑顔で  ニコニコＢＯＸ(敬称略) 

 

・福田豊様、本日の卓話ありがとうございます。 

・青森東ＲＣの皆さん、青森中央ＲＣの皆さん、 

ファム フォン タインさんようこそいらっ 

しゃいました。 

・５月１５日（日）地区研修・協議会へ出席さ

れる方々、ご苦労様です。 

出席いただいた皆さんより頂きました 

・４９歳になりました。お祝いありがとうござ 

います。   トムリンソン 美奈子 長谷川 

 

 



 

 - 4927 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

うとう会平成２８年４月月例成績表 

４月１４日（木）夏泊ＧＬ （参加者）１８名 （天候）曇 

 

順 位  氏   名  OUT  IN  GROSE  H.D  NET  新 H.D 

 優 勝  岡本由美子   48  49    97   28   69   20 

 準優勝  加藤 知宏   51  45     96   19   77   17 

 １ 位  工藤 英世   48  47     95   16   79      （ドラコン賞） 

 ２ 位  小野 泰幹   42  52     94   15   79       中澤 藤本 

 ３ 位  木立 知孝   47  48     95   14   81 

      久慈 有子   52  55   107   25    82      （ニアピン賞）  

      藤本 胤尚   48  52   100   18   82       工藤 岡本 

      榊原 静則   50  51    101   18   83       斉藤 加藤(彰) 

      上野 浩之   50  43    93    9   84 

      加藤  彰   48  52   100   15   85      （オンニアピン賞） 

      松岡 規子   63  58   121   32   89       佐藤 久慈 

      中澤 雅宏   53  52   105   16   89      

      佐々木彣造   55    63      118     28     90 

      荒川 恭規   56    59      115     25     90 ゲスト 

      佐藤  昇   55    54      109     18     91 

      斉藤 孝一   59    57      116     25     91 ゲスト 

Ｂ・Ｂ  助重 久美   75  76   151   51  100 

 Ｂ・Ｍ  岩越 政夫   62  64   126   25  101 ゲスト

 


