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山口会員 

 

米山奨学生 宋文婷（ソウブンテイ）さん 

 

 

長島親睦活動副委員長 

  

 

松本 寛 会員（1日）  森崎敏広会員 （4日）   

和田 裕 会員（21日） 岩井正美会員 （23日） 

 

 

山口幸太会長 

 

① 8/2の地区クラブ奉仕プロジェクト委員長会議に 

伊藤康人会員が出席予定です。 

 

② 8/18 地区のクラブ青少年奉仕委員長会議に 

和田さんが出席します。 

 

③ 【スカイツリーの場所は 元々は「生コンクリート工場」】 現

在スカイツリーが 建っている場所は 1949年に操業開始

した 日本第一号の生コンクリート工場 「東京エスオーシ

ー業平橋工場」。 

【スカイツリーは 雷が落ちやすい】 

スカイツリーは 毎年 10回程度は雷が落ちると 予想され

ています。ちなみに 高さ 333 メートルの 東京タワーでは、 

雷は年に 1回落ちるか、 落ちないかという頻度らしい 万

が一、 雷がスカイツリーに落ちても 外側の金属を伝わり

地面に行くので、 中にいる人は安全だそう。 

【東京スカイツリータウンの 敷地の下に巨大プールが??】 

豪雨があった際の 雨水貯留槽が 地下にあります 

東京スカイツリータウン辺りは、 海抜が低いことから、 も

ともと水害に悩まされた土地 また、ただ雨水は 貯められ

るだけではなく、 貯まった雨水を ろ過殺菌した後に トイ

レや太陽光発電の パネル冷却にも利用されるという エ

ネルギーを効率的に 活用するためのエコな蓄熱槽。 蓄

熱槽にためる水は7千トンで、 25メートルプールのなんと

17杯分‼ 夜間電力を使って 夏は 5度の冷水に、 冬は

48度の温水にしておき、 昼間の施設の冷暖房に 活用し

ています 蓄熱槽を使うことで、 8月の平均的な 暑さの日

の試算では、 施設の冷房設備のピーク時の 電力使用量

が 5700 キロワット時から 2900 キロワット時にほぼ半減。 

電力消費がピークを迎える 昼間の消費電力を抑えること

が 出来るのだそうです。 また、 水量 7千トンは 23万人

の 1日分を まかなう量といい、 災害時は生活用水や 消

防用水として 提供できるそうです 

【高さは当初約 610 メートルを 予定していた】 当初の計

画では、 高さ「610.6メートル」 どうして634メートルに 変

更されたのかというと、 武蔵野平野の 「む(6)さ(3)し(4)」

の語呂合わせも ありますが‥‥‥‥ 実はズバリ 「世界

一の高さ」 にこだわったから そもそも 東京スカイツリー

は、 最初から 「世界一の高さを持つ自立式電波塔」 と

いうことを目標としていました。 実際、 計画段階では

610.6 メートルで 十分に世界一の高さだったのですが、 

中国が当時建設中だった 「広州タワー」の高さが、 ほぼ

同一の 609.6 メートルを 予定していたため、 状況によっ

ては 世界一になれない可能性が‥‥‥ そこで改めて 

関係各所が検討した結果、 やはり「世界一を目指す」 と

いうことになり、 最終的に現在の「634 メートル」に するこ

とが決まったというわけ。 

 

 

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

  ありません。 

◎ 週報を送ってくださったRC 

     川崎北ＲＣ 

     川崎中原ＲＣ 

◎ 本日の配布物 

     会報 7/11・25分 

ガバナー月信 

 

 

谷中社会奉仕委員長 

かわさきフードバンクに7/18に米と食料を届ました。 

7/29のタウンニュースに掲載されました。              

 

谷中努ゴルフ同好会会員 

 7/28 山口年度第1回親睦ゴルフは川島光会員が 

優勝しました。 

 

米山奨学金授与 

8月の誕生日 

会長報告 

幹事報告 

委員会報告 
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坂本竜麻副会長 

 
山口会員……皆様こんにちは。 

先日は移動例会のご参加ありがとうございまし

た。また、ゴルフコンペにおきまして、川島さ

ん優勝おめでとうございました。最年長優勝の

更新感服致します。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。 

①本日は元沢様よろしくお願いいたします。 

②展開の移動例会は長島委員長はじめ親睦委員

の皆様、楽しい例会をありがとうございました。 

川島会員……①移動例会お世話になりました。ひつまぶし美

味しかったです。 

②今年度第1回親睦ゴルフコンペで優勝させて

戴きました。感激です。若い仲間と酷暑の中頑

張った甲斐がありました。参加の皆様ありがと

うございました。 

感謝、感謝です。 

増山会員……本日で会計事務所の代表を辞め、息子にバトン

タッチをします。会議所の副会頭は継続します

のでよろしくお願いします。新会員候補として

濱野司法書士さんを紹介します。非常に好人物

です。 

元沢社長ようこそ！ 

関 会員……①先週は長島親睦活動委員長お世話になりまし

た。 

②元沢社長ようこそ！本日の卓話を楽しみにし

ています。 

松本会員……①納涼夜間移動例会では長島親睦活動委員長お

世話になりました。 

②誕生祝ありがとうございます。 

森本会員……先週の移動例会はありがとうございました。 

中村会員……元沢さんようこそ！今度こそリーグ優勝を！ 

 

森川会員……皆様こんにちは！外気温40度!!皆様熱中症に気

をつけてくださいませ！ 

伊藤(康)会員…①元沢社長様ブレイブサンダース応援してい

ます！今日はよろしくお願いします。 

②いや～気持ちいいくらいにあったかいです

ね！皆でいい汗かきましょう！ 

石川会員……①昨日鵠沼海岸でボディボードやってきました。

今年2回目ですが波にまかれてばかりでアプア

プしました。ゴルフもいいけどやはり夏は海が

いいですね。 

②飯塚様、濱野様、川崎ブレイブサンダースの

元沢様、板橋様お暑いところようこそいらっし

ゃいました。 

木村会員……暑さが続きます。周りに感染者が増えて注意し

ています。今年の夏は長く感じています。皆様

お気をつけて過ごしましょう。 

渡部会員……先日は移動例会ゴルフ等といろいろとお世話に

なりました。暑い日が続きますが体調に気をつ

けてガンバリましょう。 

伊藤（弘）会員…①元沢社長、本日の卓話楽しみです。②オ

ミクロン発症しましたが、すぐPCR陰性になり、

2日間39度で体調が戻るのに2週間かかりました。

寝不足でかかってしまいましたので、皆様体調

維持にご留意ください。深酒が一番悪いようで

す。 

安東会員……ブレイブサンダースいつも応援しております。

元沢社長卓話よろしくお願いいたします。 

※8月毎週日曜日2:30頃サンデーグッドバイブ

スＦＭ横浜 5分程度出演いたします。ご傾聴く

ださい。 

牧島会員……本日同僚の飯塚宏公証人とご一緒しました。皆

様よろしくお願いします。 

昨日4回目の接種をしました。腕が痛くて眠たい

です。 

本多会員……7/28に主人が60歳の還暦を迎えて、昨日坪井さ

んの写真館で家族3人で記念写真を撮って頂き

ました。娘も近々お嫁に行くことになり、これ

が最後の家族写真になると思うとちょっと寂し

いような… 

本日はブレイブサンダース元沢様ご来訪ありが

とうございます。卓話楽しみにしております。 

また、飯塚様、濱野様ご来訪ありがとうござい

ます。 

石田会員……皆さんこんにちは、大変暑いですね。 

酷暑ゴルフ気をつけましょう。 

8/26世界平和センターフェローのアライナさん

が見えますので来会に連れてきます。元沢様卓

話よろしくお願いします。 

栁町会員……①飯塚様本日はようこそいらっしゃいました。

お楽しみください。 

②元沢様本日の卓話宜しくお願いします。 

萩原会員……孫達の夏休み中の我が家は騒々しい限りです。

その喧騒をのがれて例会に出席しました。 

長島会員……とにかく暑い熱中症に注意して下さい。本日

DeNA川崎ブレイブサンダース代表取締役元沢信

夫様宜しくお願い致します。 

林 会員……皆さんコロナには気をつけて下さい。来週は次

男の結婚式です。挨拶は緊張しそうです。 

森崎会員……8月に入りました。暑いですね。皆さん熱中症に

気をつけましょう。今年度第1回ＲＣゴルフコン

ペ川島さん優勝おめでとうございます。 

和田会員……毎日暑いですね。元沢様本日の卓話楽しみにし

ております。 

坪井会員……本多さん昨日は家族写真の撮影にご来店頂きあ

りがとうございました。お店に飾らせていただ

きます。 

坂本(竜)会員…元沢社長、板橋部長本日は宜しくお願いしま

す。 

板橋部長このまま中央ロータリーに入っちゃえ

ば…(笑) 

 
 

バスケから川崎の未来を創る 
 

株式会社 DeNA川崎ブレイブサンダース 

代表取締役社長 元沢信夫様 
 

2001年立教大学卒業後、経営コンサルティング会

社に勤務 

2006年株式会社ディー・エヌ・エーに入社 

社長室にて新規事業の立上げや人事部採用マネー

ジャーなどに従事  

スマイルレポート 

1632回 26件 47,000円 累計 89件 188,000円 

卓 話 
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2014年から、プロ野球「横浜DeNAベイスターズ」

へ出向 

同社執行役員 事業本部本部長などを歴任後、2018

年１月から現職 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

今週の担当者         熊野会員 

始めての役割ちょっと不安ですがなんとかなっ

たでしょうか？ 
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