
第 944 回 例会 Ｎｏ．３６ 平成２７年４月２日（木） 晴

臨時総会/クラブフォーラム

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「君が代」「奉仕の理想」

■ 出席報告 会員５３名中３０名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

６２.５０％   出席計算人数４８名

３月１９日  ９５.９２％

会長幹事

会長挨拶

４月の祝福
誕生日 結婚記念日

1 日 川原さん

5 日 河原さんご夫人

森田さんご夫人

7 日 成田さんご夫人 高山さん

13 日 安藤さん

15 日 松尾さん

20 日 林昌義さん

21 日 恵利さん

24 日 岩田さん

29 日 若原さん

ニコＢＯＸ
●本日は「臨時総会」です。下半期も後半に入り、そろそ

ろ新しい年度の準備が始まります。皆さん、よろしくお願

い致します。永井会長、矢野幹事、十文字、岩田、後藤、

松尾、若原、小原、渡邉、西川、堀江、立石、水野、和田、

山鳥、成田、河原、有沢、磯部、恵利（敬称略）

川原さん 誕生日のお祝いを有難うございます。本日、当

法人の海外戦略について中京 TV から取材を受けまし

た。夕方のニュースで放映される予定です。

森田さん 高山さん、すみません。

藤田さん 永らく「例会」に出席できず申し訳ありません。

高山さん 本日、第３回目のロータリーミーティングが行

われます。普段あまり顔を見ない人も参加されます。これ

まで以上に盛り上げるよう、宜しくお願いします。

安江さん 山崎川の桜が満開になりました。おいでの節

は是非当店でおそばでも！ 感謝。

★春の健康感謝ニコニコ Day   藤田、十文字（敬称略）

本日合計 ６９，０００円

臨時総会

日時：平成27年４月２日（木）例会中

会員３０名出席

議題：１．クラブ細則の改正案   …    承認

  第８条 委員会

  社会奉仕・環境保全を統合して社会奉仕とする。

クラブフォーラム＝雑誌月間＝

４月２日、クラブ広報雑誌委員長会議にて配布された

ロータリー広報の動画を見ました。

第１０回理事会 議事録

平成２７年４月２日（木）12：00～  例会場

出席者 永井、西川、岩田、磯部、若原、松尾、渡邉、後

藤、矢野、和田

議題

１．Dr.テック手術見舞いの件

２．その他 会員卓話担当、社会奉仕名古屋聾学校支援

現次期合同アセンブリ 議事録

平成２７年４月２日（木）13：35～  クラウンルーム

出席者 永井、西川、岩田、磯部、若原、松尾、渡邉、後

藤、成田、矢野、和田、川原、森田、安藤、武山、

堀江

議題

１．委員会事業経過報告と次年度への引き継ぎ

第 943 回 例会 Ｎｏ．３５ 平成２７年３月２６日（木） 晴

■ ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ 「手に手つないで」

■ 出席報告 会員５３名中２４名出席

■ 出席率

■ 修正出席率

■ スピーカー

４６.９４％   出席計算人数４９名

３月１２日  ９５.９２％

青木宏樹さん

会長挨拶

３月２６日ニコＢＯＸ
●本日は「新会員卓話」です。青木宏樹さん、よろしくお願

い致します。

永井会長、岩田、松尾、有沢、小原、若原、安江、森田、

大附、亀井、渡邉、西川、河原、小菅（敬称略）

青木さん 本日、卓話を担当させていただきます。つたな
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い話になりますがよろしくお願いします。

高山さん 先週のロータリーミーティングは盛況のうちに

終わりました。ありがとうございました。本日、第 2 回目を

開催します。参加者の皆さん、楽しい会になるよう、ご協

力をお願いします。

田島さん そろそろ山崎川の夜桜がライトアップされま

す。一度は見に来てください。

★春の健康感謝ニコニコ Day    

森田、大附、高山、青木（敬称略）

本日合計 ４３，０００円

経済一口メモ

安藤正道

●アベノミクス第Ⅱ章をどうみるか？

…2015 年春に向けて具体化が明らかになっている政策

…今後議論が行われるとみられる具体的な政策

●投資家の変化をどうみるか？

などについてお話いただきました。

新会員卓話

「新幹線」

青木 宏樹

１．新幹線とは

１）定義

主たる区間を列車が二百キロメートル毎時以上の高速

度で走行できる幹線鉄道（全国新幹線鉄道整備法第２

条）

リニア新幹線は、上記定義に該当する。しかし、いわゆ

るミニ新幹線（秋田新幹線、山形新幹線）は、上記定義に

該当せず、新幹線にはあたらない。

２）路線

現在、開業している新幹線は以下の６路線である。

・東海道新幹線：営業最高速度 285km/h

・山陽新幹線：営業最高速度 300km/h

・九州新幹線（鹿児島ルート）：営業最高速度 260km/h

・東北新幹線：営業最高速度 320km/h（盛岡以北は

260km/h）

・上越新幹線：営業最高速度 240km/h

・北陸新幹線（高崎～金沢）：営業最高速度 260km/h

現在、建設中の路線は以下の路線である。

・北陸新幹線（金沢～敦賀）

・北海道新幹線（新青森～札幌）

・九州新幹線（西九州ルート）

・リニア中央新幹線（品川～名古屋）

３）全国新幹線鉄道整備法について

全国新幹線鉄道整備法とは、新幹線鉄道による全国的

な鉄道網の整備を図ることを目的として昭和 45 年 5 月

18日に制定された法律である。この法律では、新幹線の

路線計画は国土交通大臣が定めることになっており、同

法第４条に基づき「建設を開始すべき新幹線鉄道の路線

を定める基本計画」（基本計画）を決定して公示し、調査

の上（第５条）、整備計画を決定して（第７条）、建設指示

を行うこととなっている（第８条）。

この法律によって整備計画が進められた路線は、①北

海道新幹線（平成28年度末に函館まで開業予定）、②東

北新幹線盛岡～新青森間、③北陸新幹線、④九州新幹

線鹿児島ルート、⑥リニア新幹線（東京～大阪）の６路線

である。

このうち、平成23 年5月に整備計画が決定した⑥リニア

新幹線を除く５路線を、整備新幹線（整備５線）という。

※整備新幹線の特徴

①日本鉄道建設公団（現在は独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構）が建設し、完成した路線を貸し

付ける。JR は貸付料を支払い営業する（上下分離方

式）。

②建設の財源は、貸付料等収入の一部を充てた後に、

国が３分の２、地方自治体が３分の１を負担する（全国新

幹線鉄道整備法施行令８条）。

③新幹線開業に伴い旅客輸送量が著しく低下することが

見込まれる路線（いわゆる並行在来線）については、新

幹線開業時に経営を JR から分離する（平成 2 年 12 月

24 日整備新幹線着工等についての政府・与党申合せ）。

建設費抑制のため営業最高速度 260km/h で設計・認可

されているため、整備新幹線の最高速度はいずれも

260km/h とされている。

２．リニア新幹線について

全長：285.6 キロメートル（品川～名古屋間）

工事費：約４兆１５８億円（全額 JR 東海が負担）

走行方式：超電導磁気浮動方式（リニモは常電導吸引型

磁気浮上方式）

最高設計速度：505km/h

約 86％はトンネルで、大部分が大深度地下を通る。

開業時期：2027 年度（2014 年 12 月 17 日着工）

駅：①東京都港区（品川駅地下）

  ②神奈川県相模原市

  ③山梨県甲府市

  ④長野県飯田市

  ⑤岐阜県中津川市

  ⑥名古屋市中村区（名古屋駅地下）

なお、名古屋以西のルートについては、基本計画の中で

主要な経由地として『奈良市付近』とあるだけで、具体的

なルートについては決定していない。品川と名古屋を最

速 40 分程度で結ぶ予定（現在、最速 90 分程度）

☆☆例会のご案内☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

◎４月２日（木）第９４４回例会 「臨時総会」

  「クラブフォーラム＝雑誌月間＝」

◎４月９日（木）第９４５回例会  

「新会員卓話」 恵利有司さん

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆


