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２０１３年９月１１日　第２１１８回例会　VOL. ４５　No. １０

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　我等の生業

　　　ＳＬ　太田　勝典

■出席報告

　 
■本日の欠席者
佐藤、二宮（麻）、山崎

■他クラブ出席者
松本英二、二宮（麻）(横浜鶴峰 RC)

後藤（地区）

■ゲスト
濱　陽太郎殿（横浜市旭区区長）

杉田由紀夫殿（旭区地域振興課課長）

■恵送を受けた週報
横浜瀬谷 RC

■会長報告
　先ずは、2020 年東京でのオリンピック開催

決定おめでとうございます。朝晩といくらか

暑さが収まってきましたが、オリンピック招

致のプレゼンテーションはかなり熱かったで

す。情熱の伝え方の重要性を再認識しました。

特に佐藤真海パラリンピック選手の「私にとっ

て大切なのは、今持っているものであって、

失ったものではないということを学びました」

という言葉が心に残っています。

　今から７年後、オリンピックをきっかけに

どんな日本になっていくのか期待でいっぱい

です。

　本日 9/11 でアメリカ同時多発テロから 12

年が経ちました。3,000 名を越える方々がこ

のテロの被害に合われました。旅客機が高層

ビルに突っ込む映像をテレビで見た時は、と

ても現実のものとは思えなかった覚えがあり

ます。亡くなられた方々のご冥福を改めてお

祈り申し上げます。

　9/7 ㈯に交換留学生帰国報告会と来日学生

歓迎会が聖光学院で開催され、青木さん、後

藤さんと共に参加してまいりました。我がク

ラブが面倒をみているナムフォンもしっかり

と日本語で挨拶していました。また、帰国し

た学生のしっかりしたスピーチを聞き、僅か

１年間でこんなに人間的に大きな成長ができ

るんだと感心しました。ロータリーは意義あ

る活動をしているんだと再認識した次第です。

　本日は社会奉仕フォーラムとして浜旭区長

にお話を伺います。どうぞ宜しくお願い致し

ます。

○地区関係

１）R財団セミナー

日時　９月９日㈪ 15：00 ～

場所　ソシア 21 にて R 新川さんと共に参加し

本日の出席率　 89.66％

本日の出席数     26 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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てまいりました。今後も引き続き勉強をして

いかねばならないことを実感致しました。

２）9/19 ㈭地区大会チャリティーディナー、

9/24 ㈫地区大会チャリティーゴルフが開催さ

れます。ご参加予定の北沢さん、太田さん、

斉藤さん、鈴木さん宜しくお願い致します。

３）社会奉仕委員長会議

日時　９月 27 日㈮ 15：00 ～

場所　ソシア 21

千葉委員長宜しくお願いします。同日 IM の実

行委員会が開催されます。今回瀬谷 RC がホス

トクラブ、我がクラブはコホストですので市

川さん宜しくお願いします。

○クラブ関係

１）内田委員長よりも FAX も含めお願いして

おりますが、9 月 18 日の体験例会まであと１

週間となりました。入会３年未満の方々には、

個別にご紹介をお願いしております。一人で

も多くのお知り合いをお連れ頂きたく宜しく

お願い致します。体験例会見学として岩沼 RC

よりお二方が来訪される予定です。

２）本日例会終了時に交換留学生予算に関し、

臨時理事役員会を開催致します。急なご案内

となり、恐縮ながら理事役員の方ご予定くだ

さい。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜田園ロータリークラブ

日時　９月 10 日㈫ 18：30 点鐘　合同例会

　　　２クラブ（横浜たま RC・横浜田園 RC）

場所　「クリスタルジェイド上海ガーデン」

日時　９月 17 日㈫ 12：30 点鐘

　　　体験例会

場所　「青葉台フォーラム」

日時　11 月５日㈫→３日㈰青葉区民祭り

○横浜たまロータリークラブ

日時　９月 10 日㈫ 18：30 点鐘　合同例会

場所　「クリスタルジェイド上海ガーデン」

○神奈川ロータリークラブ

日時　９月 16 日㈪・23 日㈪・10 月 14 日㈪

　　　休会（定款第６条第１節により）

２）理事会報告（６頁参照）

３）87 年度のチャリティーコンサートにてお

世話になった、ソプラノの朝倉蒼生先生がお

亡くなりになりました。旭ロータリー有志一

同として献花しました。

■第２回東日本大震災復興支援委員会開催　

　　　　　　　　　　　 委員長　関口　友宏

日時 ９月 25 日㈬ 13：30　

場所　例会場

出席義務者（敬称略）／

新川、五十嵐、千葉、倉本、内田、山崎、今野、

川瀬、福村、佐藤、安藤公、市川、関口

議題　旭ふれあい区民まつり参加について

■青少年委員会　　　　　　　　  青木　邦弘

　9/7 交換留学生歓迎会に行きました。ナム

より札幌に行きたいとのことです。会員で札

幌に行かれる方は是非お願いします。

　クラブ活動は剣道をやりたいとのことで、

福村会員に一式お願いしました。

■会員増強委員会　　　　　　　内田　　敏

　「会員増強委員会よりお願い」のアンケート

の回答を宜しくお願いします。

■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )

安藤　公一／①濱区長、杉田課長ご多用中お

いで頂きありがとうございます。卓話よろし

くお願い致します。② 2020 年オリンピック東

京開催決定を祝して。

福村　　正／濱旭区長をお迎えして、ご多忙

中お越しいただきありがとうございます。

増田嘉一郎／区長をお迎えして。心より歓迎

します。

千葉　和裕／濱区長、杉田課長ようこそ！旭

ふれあい区民まつり、チャリティーコンサー

トではお世話になります。宜しくお願い致し

ます。

吉原　則光／濱区長さん、ご多用のところ卓

話いただき有難うございます。旭区、地域の

お話大変楽しみです。よろしくお願い致しま

す。

岡田　清七／東京オリンピックおめでとうご

ざいます。

新川　　尚／東京オリンピックおめでとうご

ざいます。

北澤　正浩／濱区長、お越し頂き有難うござ

います。卓話楽しみにしております。
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安藤　達雄／濱区長さん本日はお忙しいとこ

ろ卓話にお越し頂きありがとうございます。

吉野　寧訓／オリンピック招致決定おめでと

う御座います。

五十嵐　正／①祝！オリンピック東京開催！

景気良くなるかな？②濱旭区長、本日はお忙

しい中ありがとうございます。卓話楽しみに

しております。

内田　　敏／①旭区長濱陽太郎さま、お忙し

い所卓話においで下さいましてありがとうご

ざいます。楽しみにしています。② 2020 年オ

リンピック決定おめでとうございます。

鈴木　茂之／ 2020 年東京オリンピック招致お

めでとうございます。

斉藤　善孝／①東京オリンピック 2020 年開催

万歳！②濱旭区長ようこそ。

市川　慎二／濱旭区長、本日は大変お忙しい

中お越し下さり、ありがとうございます。

二宮　　登／濱旭区長をお迎えして。

漆原恵利子／旭区長濱陽太郎様ようこそ。卓

話よろしくお願いいたします。

青木　邦弘／①水川さんの個展へ行ってきま

した。山と水の字は理解できましたが、文は

読めませんでした。②濱旭区長、消防でもお

世話になっています。今日はよろしくお願い

します。

杉山　雅彦／濱区長、ようこそお越し頂きま

した。いつも派出でお世話になっています。

本日の卓話、楽しみにしています。

関口　友宏／濱区長をお迎えして。

田川　富男／濱旭区長様、旭 RC にようこそ。

卓話宜しくお願い申し上げます。

■卓話「ふるさと　旭」
　　　　　　　 横浜市旭区区長　濱　陽太郎

○区内の主なまちづくり

2013.4 コミュニティバス「四季めぐり号」

　　　　本格運行

2013.10 あさひくん５周年

2013.11 新県立がんセンター運営開始

2014. 秋 ズーラシア「アフリカのサバンナ」

　　　　 全面オープン

2015.12 重粒子線治療開始

　　　　　(県立がんセンター )

2017.　 相鉄 100 周年

2018.4　二俣川駅南口再開発ビルオープン

　　　　東部方面線 JR 直通線開業

　　　　(西谷→羽沢→新宿 )

2019.4　東部方面線東急直通線開業

　　　　(西谷→新横浜→日吉→渋谷 )

2019.10 旭区制 50 周年

　　　　(横浜開港 160 周年横浜市政 130 周年 )

2019　  旭ジャズ 30 周年

2020　  東京オリンピック

(2019 ラグビー W杯、日産スタジアムの試合あり )

　　　　横浜旭ロータリー設立 50 周年

？　　　　横浜環状鉄道

　　　　(中山→二俣川→東戸塚 )

○旭区の地形の特徴

・隣接５区との境界は分水嶺

・帷子川は区内の水を集め、横浜港に注ぐ

　全長 17 ㎞
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→「利益、ノウハウ」「生産、営業」「社会貢献」？

○国道 16 号バイパス

「旭」バイパス？

1969.10　旭区誕生

1970 着工 73 年一部暫定開通

1974　全線暫定供用　国土交通省の管轄　

　　　無料
区間　狩場～上川井

（区間のほとんどは旭区であり、区の真ん中を

斜めに横切る）

アクセス

東名高速道路、首都高速湾岸線、横浜新道、　

横浜横須賀道路、環状２号線、環状４号線　

町田立体事業 2.1 ㎞工事中

一般道路で日本一の交通量　104,846 台

(平成22年道路交通情勢調査道路交通センサス)

■あさひくん　ポロシャツのお知らせ
　　　　　旭区地域振興課課長　杉田由起夫

○ボタンダウンポロシャツ大作戦

　旭区マスコットキャラクター「あさひくん」

のワンポイントポロシャツができました。　

　クールビズとして、また地域の行事などで、

あさひくんのポロシャツを着て快適に過ごし

ませんか？　　　　　　　*12 色、７サイズ展開

■次週の卓話　　　
　一般会員卓話　　岡田　清七会員
                      週報担当　吉原　則光

「帷子川はふるさとの川の会」平成 17 年発足

により、川とその周辺の清掃、花植え等様々

な魅力アップの取組と自然体験、自然観察な

どがおこなわれている。

相鉄駅の標高

三ツ境駅 76.2M　　希望ヶ丘   66.1M

二俣川　 59.8M　　鶴ヶ峰     39.8M

西谷　   25.9M    上星川      8.8M

天王町    2.2M    横浜駅        3M

* 国土地理院標高がわかる Web 地図

庁舎の標高　

保土ヶ谷区 3.9M、旭区 33.6M、瀬谷区 66.7M

○話題として

・あゆ　鶴ヶ峰ターミナル付近まで遡上

・農業　とうもろこし市内 2番目生産量

　　　　イチゴ栽培　ベリー

・吹奏楽　鶴ヶ峰、万騎が原、旭中学校

　　　　　東関東大会に出場

・合唱　　中沢小学校　Nhk 全国学校音楽コン

　　　　　クール全国コンクールへ

・ゴルフ

　程ヶ谷カントリー 1922 開場

　(日本人用国内初 1967 移転開場 )　　　　

　戸塚カントリー　1961 オープン

　横浜カントリー 1960 開場

　(磯子カントリー 1960 オープン 18h)

　練習場６か所　神奈川区についで２番目

　旭陵高校　2013 県大会団体個人優勝全国大会

・大河ドラマ　畠山重忠？

　2019 年相鉄線が新宿→深谷とつながる？

　　　　区制 50 周年

　1205　二俣川の戦い、畠山重忠 42 歳

　　　　(生誕の地　深谷市畠山 )

　畠山重忠の娘は、島津家初代当主忠久の妻

*2013 旭区民まつりに深谷市も出店

　　　ふっかちゃんも

○時代の最先端のまち

　超高齢社会≒成熟社会

　(人口 25 万人高齢化率 25.8％ )

　知恵と豊富な経験が生きるまち

　肉体的な衰え、認知症などの課題はある

　健康、元気な高齢者の秘訣

　「食事」「運動」「生きがい」
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