
■ 後記 ： 熊本地震から 3 年。 復興への足跡が見え始めました． 報道によると国道 57 号線北側ルートの開通， 豊肥線の開通の目途がたったようです． これらの社会インフラは， 復
興のシンボルであり、 命の道でもあります。 今後も皆さんへ地域復興を中心に紹介してまいります． この晴耕雨読は社員の協力で発信しています．

「暑中見舞申し上げます」　例年になく遅い梅雨明けから一転， 猛暑の日が続いておりますが皆さま体調を崩されませんようご自愛ください。
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汚れた土の上に咲く美しいハスの花

無寒暑

宇土半島綱津の大歳神社鳥居

上棟式は海外でもある ?!

日本 海外

クロソイド定規

手書き CAD

蓮の花

江津湖

大津町引水

冷たい物にばかり手が伸びてしまう毎日ですが冷たい物にばかり手が伸びてしまう毎日ですが
皆様におかれましては如何すごされたでしょうか？皆様におかれましては如何すごされたでしょうか？

涼を求めて…

暑

舞

霧島神宮

はなたれ小僧様

椿

見

宇土ﾏﾘｰﾅ
のツバメさん

仏教で極楽浄土に咲くとされ
る蓮は， 濁った泥水から美し

い花を咲かせます． 転じて，

汚れた環境の中でも， 清く

美しい人や清く美しくあるさま

を 「泥中の蓮」 と例えられま

す． K/S

宇土市綱津町馬門にある
大歳神社の鳥居． 9 万年

前の阿蘇山の火砕流で出

来 「馬門石」 が使用され

た鳥居はピンク色で， 扁額

装飾のデザインが珍しい鳥

居です． こちらの祭神は大

歳神とされ， 農業神とのこ

とですが， 併せて石作神と

豊玉姫が祭られているそう

です． ここを訪れると， 海

にそそぐ綱津川があります

が， 水田部が低いので洪

水が心配です． H/N

都市緑地は , 枯葉の時期には敬
遠されがちですが , 夏場には重宝

される存在です . 木陰は、 日中に

活発な蒸散作用が行われていま

す . （根から吸い上げた水を、 葉

から水蒸気にして出しています）

東京オリンピックでは , 休憩所の要

所にミスト ( 霧 ) 施設が準備されて

いるようです . 滝場では , マイナス

イオン化した微粒子を浴びると , ス

トレスなどに有効で , 水量が豊かで

落差が大きいほど , その効果が高

いと言われています . 森には , フィ

トンチッド　など , 熊本には避暑地

がたくさんあります． 時には , 心と

体を休めに行きましょう .A/T

佐世保の黒島天主堂の天井や壁に， 信
者が手描きした木目があると聞いて出かけ

ました． 一見すると木目ですが， よく見る

と木目が交差していて本物ではないことが

わかります． 目的は 「すこしでも豪華に

見せいという思いだったのでしょう」 とのこ

と． その後， 近所を散歩していたら， 鳥

よけの網戸が重なった部分に， 木目模様

が見えました． それをヒントに， CAD で

木目を作ってみました． 写真は手描きの

木目と CAD 木片． M/T

◢大型クロソイド定規の有効活用

我社の倉庫に 15 年以上眠っているＲ3000ｍ相当
のクロソイド定規 （左写真） を中学生の職場体験

に使おうと皆で考えました． 高速道が全国展開し

た昭和時代は、 設計に欠かすことの出来ない貴

重な道具でした． 現在は測量 ・ 設計ＣＡＤソフト

でポイントを指定して角度を入力するだけで曲線の

線形を自動計算してくれます． 私自身クロソイド定

規を使用した経験がありません． 今は簡単に線形

計算がソフトでできる時代です． ただ， 手書きの

設計図が高規格道路整備の礎であったことを忘れ

てはいけないと思います． N/M

◢南阿蘇村立野の道路復旧が楽しみ！

猛暑の中で， 阿蘇大橋架替 （国道
325 号） 急ピッチで進んでいた． 国道

57 号につながる右岸取付部は９割程度

完了している． これから黒川渡河部（橋

長 345m, PC３径間連続ラーメン箱桁

橋） の工事が本格化する． 右岸橋脚

(PR2) 基礎工事が大口径深礎杭で進ん

でいる． 左岸側は黒川渡河部の橋脚

(PR3) が完成したところである． これか

◢道路インフラに思う
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歩行中の子供達を巻き込む
事故を度々ニュースで目にし

ます． 従来の白線や点で表

示されていたものを 『面』 で

表示する安全対策が全国で

進められています． 私が住

む合志市でもゾーン 30 区間

がありますが， 車のハンドル

を握る以上 「ゾーン 30」 の

目的と内容を理解しておく必

要があると感じました． T/B

平安時代初期から行われていた上棟式． 昔は
家を建てる際に， 近所の住民が共に助け合い

ながら皆で手伝って作業していたそうです． 現

在のようにきちんとした足場もなく， 事故も多かっ

たので， 無事に棟上げに至ったことを感謝 ・ 祝

福すると共に， これからの無事安全を願う上棟

式． 実は海外でも Topping out といって常緑樹

の葉や枝で作った飾りを設置するそうです．

T/B

圧巻‼天草の田んぼアート

楽しみを見つける方法を教わる♪

夏の草花は色鮮やか

checkcheck

朝早く次女の試合に向かう車内での会早く次女の試合に向かう車内での会
話． 「ママ． 田んぼの緑がキラキラでキ話． 「ママ． 田んぼの緑がキラキラでキ

レイだよね～」 ふと外を見ると朝陽に照レイだよね～」 ふと外を見ると朝陽に照

らされて眩しいくらいの水田の中を車でらされて眩しいくらいの水田の中を車で

走っていました． 夏休みをバタバタと過走っていました． 夏休みをバタバタと過

ごし， 兄弟の試合で各地の体育館にしごし， 兄弟の試合で各地の体育館にし

か連れて行けていない三女は， 当たりか連れて行けていない三女は， 当たり

前の日常の中でも楽しむ方法を知って前の日常の中でも楽しむ方法を知って

いるなぁｗｗｗと感じました． T/Bいるなぁｗｗｗと感じました． T/B

夏の風物詩といえば 「祭り」 日本で
は四季を通して多くの祭りが行われ

ますが， 季節によって異なる目的が

あり， 農耕の習慣が祭りに色濃く反

映されているそうです． 春は豊作，
夏は風除けや虫送り， 秋は感謝祭， 冬は新春祝．

各地域の場所や由来について調べてみると， その地

域の祭りの楽しみ方や， いつもと違う見方ができるか

もしれませんね．

八代では， お盆の終わりに
ご先祖様を送るときに細長い

団子にきな粉をまぶした 「盆

だご」 を供えます． それぞ

れの家庭で色々な味と形が

あるので， これが出ると夏も

折り返しだな…と感じます．

中

連日， 特に暑い日が続いています．
茶道の世界に上スケッチに示す軸に

「無寒暑」「無寒暑」 という言葉があります． 寒さ

暑さも気持ち次第で無になれば， 過ご

せるとの先人の心構えですが， クーラー

の世界に育った私たちには， その心境

に近づけません…と心で思いながら月

2 回の稽古に出向いています． H/N

健康管理のため， 毎朝早朝から近くの田んぼを
散歩するのが習慣となりつつあります． 朝活で夏

の風景を感じるのも良いですよ～． H/N

木目の CAD デザイン

ら片持架設工法で上部工工事が開始される． 両岸に仮設構台を設け， 大

型インクラインが設置されていた． N/S

◢安全対策
見える化

ソイ

使おうと

た昭和

重な道具でした

でポイントを指定して角度を

線形を自動計算してくれます． 私自身

規を使用した経験がありません． 今は簡

計算がソフトでできる時代です． ただ，

礎であった

ロソイ

使おうと

た昭和

重な道具でした．

て角度を入

形を自動計算してくれます． 私自身

規を使用した経験がありません． 今は簡単

計算がソフトでできる時代です． ただ，

礎であった

夏祭り (甲佐町 )

check
check

check
check

迎えだごと
送りだご

「サラメシ」のある風景 (南阿蘇村立野ﾀﾞﾑｶﾚｰ)

夏バテ防止には食が進む 「夏はカレー」 が一番． 南阿蘇村の河陽バテ防止には食が進む 「夏はカレー」 が一番． 南阿蘇村の河陽
地区の小高い丘では、 元祖黒部ダムカレーから進化した立野ダムカ地区の小高い丘では、 元祖黒部ダムカレーから進化した立野ダムカ

レーが食べれます． アーチ状の堤体 （ごはん） を崩しながらルーとレーが食べれます． アーチ状の堤体 （ごはん） を崩しながらルーと

絡め食べるなど、 美味しく人気も高まっています． 小高い丘の上から絡め食べるなど、 美味しく人気も高まっています． 小高い丘の上から

は眺望も素晴らしく， 立野地区等では熊本地震からの復興のつち音は眺望も素晴らしく， 立野地区等では熊本地震からの復興のつち音

があちこちから聞こえ， まるで土木復興工事のデパートのようです．があちこちから聞こえ， まるで土木復興工事のデパートのようです．

多数の山崩落斜面には法面工事が進み， また阿蘇大橋の架け替え多数の山崩落斜面には法面工事が進み， また阿蘇大橋の架け替え

に伴うアプローチ部の橋台 ・ 橋脚と橋桁の施工や， これから進む黒に伴うアプローチ部の橋台 ・ 橋脚と橋桁の施工や， これから進む黒

川渓谷部の橋脚等の大規模工事と下流部の立野ダムの関連工事が見川渓谷部の橋脚等の大規模工事と下流部の立野ダムの関連工事が見

られるなど， 食事しながら刻々と変化する進捗状況を楽しんでいます．られるなど， 食事しながら刻々と変化する進捗状況を楽しんでいます．

変わりゆく確かな復興の姿には， 明日への光と希望が見えます． B/I変わりゆく確かな復興の姿には， 明日への光と希望が見えます． B/I

京都にある伏見稲荷大社の境
内には沢山の狐を見かけま

す． よく見るとくわえているも

のがそれぞれ違います． 巻物

は 「知恵の象徴」 です H/N

盆だこ

私達が日常的に使う道路インフラは， 防災 ・ 物流 ・ 観光等を支達が日常的に使う道路インフラは， 防災 ・ 物流 ・ 観光等を支
える重要な機能と役割を担っており， 適切な維持管理が必要でえる重要な機能と役割を担っており， 適切な維持管理が必要で

す． 天草の海岸沿いの国道 2 巡目の道路橋定期点検では， 海す． 天草の海岸沿いの国道 2 巡目の道路橋定期点検では， 海

水や飛来塩分の影響を大きく受ける環境なため， コンクリート中水や飛来塩分の影響を大きく受ける環境なため， コンクリート中

の鋼材腐食が進行し鉄筋の断面減少や破断が顕著に見られましの鋼材腐食が進行し鉄筋の断面減少や破断が顕著に見られまし

た． また， 塩害環境下で補修された橋梁では， 補修箇所周辺た． また， 塩害環境下で補修された橋梁では， 補修箇所周辺

に再劣化 （マクロセル腐食） が確認され， 補修箇所周辺の未対に再劣化 （マクロセル腐食） が確認され， 補修箇所周辺の未対

策部に残存する塩化物が腐食を誘発したものと考えられます．策部に残存する塩化物が腐食を誘発したものと考えられます．

再劣化防止には顕在化する損傷だけを補修するのでなく， 内在再劣化防止には顕在化する損傷だけを補修するのでなく， 内在

塩分量等を詳細調査後に補修範囲や対策工法を特定することが塩分量等を詳細調査後に補修範囲や対策工法を特定することが

今後重要と考えます． T/M今後重要と考えます． T/M

上天草市松島町教良木地区． 地図で見
ると天草上島の真ん中， 山間部ののどか

な田園地帯が広がる地域です． 地元住

民のみなさんで始められ， 今年で５回目．

棚田に稲を手植えした 「田んぼアート」

が話題になっています． 坂道を上ったと

ころに展望台があり，そこから眺めるとはっ

きりと花札から元気よく飛び出すイノシシ

の姿と令和の文字が現れます． I/O

あなたはどの花が好きですか？？


