
２０１４年４月２３日　第２１４８回例会　VOL. ４５　No. ４０

■司　　会　ＳＡＡ　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　安藤　公一

■斉　　唱　それでこそロータリー　　　
　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
佐藤、漆原、鈴木、矢田

■ビジター
市村　茂夫殿（横浜瀬谷 RC）

■ゲスト
周治　　諭様

松本　　　様　（横浜市道路局建設部建設課）

斎藤　浩史様

阪口　陽一様

　　（㈱相鉄アーバンクリエイツ開発事業部）

古川なおき様（市会議員）

■会長報告
　カレンダー的には春本番なのですが、先週

金曜日以降昨日まで肌寒い日が続きました。

春に 3 日の晴れ無しといいますが、その言葉

通りのこのごろの気候でした。今週末からい

よいよゴールデンウィークです。良いお天気

を祈ります。皆様御身体にお気をつけ頂きこ

れからの季節を元気にお過ごし頂きたいと思

本日の出席率　86.67％

本日の出席数    26 名会  員  数 　 　  33 名

修正出席率   　100％
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います。

　韓国での客船沈没事故では修学旅行中の高

校生を始めとする多数の命が失われました。

心より哀悼の意を表したいと思います。

　オバマ米国大統領が本日より 3 日間来日さ

れますが、TPP を始めとする様々な事前交渉

が未だ決着をみていません。関係者の皆さん

のご苦労が偲ばれます。この 3 日間は警戒も

厳重で交通規制も色々なところで行われるよ

うです。車で都心に向かわれる方はご注意く

ださい。

　明るい話では 15 歳私立鹿児島高校 1 年生の

「勝みなみ」さんが、女子ゴルフのトーナメ

ントでプロを抑えて優勝しました。史上最年

少での優勝は見事です。プロのコーチにつか

ず独学で練習に取り組んでいるようです。一

人で考えながら練習しているせいでしょうか、

精神的な強さを感じたのは私だけではないよ

うです。手ほどきをしたお祖父さんもさぞか

し嬉しかったことでしょう。あの石川遼プロ

も高校 1 年で優勝しました。これからも大き

く育って欲しいと思います。

　本日は、二俣川駅南口再開発のお話を横浜

市道路局よりおいでの周治様、松本様、菊池

様と相鉄アーバンクリエイツの斉藤様、坂口

様にお願いします。とても興味深い話ですの

で、楽しみです。タウンニュースの石森さん
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も今日の卓話の取材にいらっしゃってます。

○地区関係

１）新地区補助金プロジェクトとして岩沼地

区保育所へのクリスマスプレゼント配布を申

請する予定です。今週末が締め切りです。

２）5 月 17 日㈯に地区インターアクト研修会

が予定されており、青木さんが出席予定です。

宜しくお願いします。

○クラブ関係

１）4月 30 日の例会は予ねてからの計画通り、

休会となります。ただし、次年度第 1 回クラ

ブ協議会が同日午後 1:30 より事務所で開催さ

れる予定です。次年度の委員長の方々ご予定

ください。

２）5 月 7 日㈬夜に理事役員会を予定してい

ます。理事役員の方宜しくお願いします。

３）次回例会5月7日は連休明けの水曜日です。

お間違いの無きようお願いします。

４）4 月 12 日にクリーン作戦を行ったガール

スカウト 102 団よりお礼の手紙を頂きました。

■幹事報告
例会臨時変更のおしらせ

○横浜田園ロータリークラブ

日時　５月 ６日㈫休会

日時　５月 20 日㈫ 2クラブ合同例会

　　　屋形船「すずよし」乗り場 18 時出発

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　５月 １日㈭祝日休会

■ガールスカウト神奈川第 102 団より御礼状
　　　          　　団委員長　吉田いづみ

　背景過日はお忙しい中、クリーン作戦にご

参加いただきありがとうございました。毎年

皆様方に温かく見守って頂きながらクリーン

作戦を終えることができましたこと感謝申し

上げます。　残念ながらスカウトが減りつつ

ある現在、先日のタウンニュースを見て入団

したいという子どもが一人でもいてくれたら

なと思っております。年間 5 人のガールスカ

ウトを増やすことを目標に少女や女性の生き

る力が身につく活動を今後も展開していきた

いと思っております。

　また、タイからの留学生ナムフォンさんと

の交流も行いたいと思います。最後になりま

したが活動支援のお心遣い誠にありがとうご

ざいました。まずは御礼申し上げます。

■社会奉仕委員会　　　　　　　  千葉　和裕

　５月３日、当クラブ有志参加により横浜パ

レードに参加致します。畠山重忠没後 250 年

を記念した行進となります。お時間がありま

したら、沿道での応援、宜しくお願い致します。

■５分間情報　　　　　　　　　 内田　　敏

　皆様、こんにちは。改めて自己紹介させて

いただきます内田敏です。昭和 16 年 8 月 9 日

生まれ、暑い盛りに生を受けました。職業分

類は木材販売、現在妻と二人暮らしです。

　私が横浜旭ロータリークラブに入会させて

頂いたのは、当時在籍されていた取引先の原

田さん、三浦さん、内田一夫さん等に紹介され、

当時は会長が今野さん、幹事が速水さん、情

報委員長が北澤さん ( 現在の北澤会員のお父

さん )、その当時の増強委員長が増田会長エ

レクトだったと思います。入会手続き後、わ

たしの所に紹介者の原田さん、北澤さん、速

水さんが来られ面接を受け、1992 年 9 月 1 日

横浜旭ロータリークラブに入会を許可され、

22 年前 50 歳の時に入会させて頂きました。

　1992 年といえばこの年の夏の高校野球甲子

園大会で星陵高校と明徳義塾高校の試合で星

陵高校の松井選手に明徳義塾のピッチャーが

5 打席連続のフォアボールを与え、世間を騒

がせた年でもありました。この松井選手はメ

ジャーリーグで MVP を獲得しました。

　初めて例会に出席した時に大先輩の福井さ

んはじめ多くの地元の先輩達が居られたのに

は驚きました。福井さんは親父との関係があ

りましたので、存じて居りました。当時会員

数は 62 ～ 63 名だったと思います。入会時は

今と同じで新入会員は出席委員会と親睦委員

会に所属、新会員の出席委員には他の会員よ

り少し早目に例会場に入り、会員の出席を取

る事、これは先輩会員の顔と名前を早く覚え



様、菊池様ようこそ。相鉄アーバンクリエイ

ツ斎藤さま、阪口様ようこそ。②タウンニュー

ス石森様ようこそ。③瀬谷 RC 市村様をお迎え

して。

安藤　達雄／①市道路局の皆様、お忙しいと

ころ二俣川南口の再開発につきご説明頂ける

由、近所に住む者として大変興味があります。

②古川なおきさん、ようこそ。

田川　富男／①家庭菜園のアスパラガスが収

穫出来ました。②二俣川の卓話宜しくお願い

します。

二宮　　登／古川なおき様、市道路局建設課

相鉄アーバンクリエイツの皆様、本日の卓話

よろしくお願いいたします。

吉原　則光／二俣川駅南口再開発関係の皆様、

ご多用のところ有り難うございます。卓話が

楽しみです。

岡田　清七／二俣川南口再開発の卓話、楽し

みに聞かせていただきます。

■卓話　二俣川駅南口再開発について　　　
　再開発組合では二俣川南口地区市街地開発

事業を推進するにあたり、次のように事業計

画を作成し、認可されております。

　相鉄アーバンクリエイトの　斎藤さん ( 写真上 )、

　阪口さん ( 写真下中央 ) より説明を受ける
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られるからだと先輩たちによく言われました。

　さて、心に残るロータリーの体験を思い出

してみますと、2009 ～ 10 年度の横浜旭クラ

ブの 41 代目の会長を仰せつかりました。その

前年度会長の五十嵐さんより、五十嵐年度の

一年間の記録史、私にとってクラブ運営の手

引書ともいえる資料を参考にしてと言われ、

今でも言葉に表せない程非常に有難く、今も

大変感謝しております。

　この年は横浜旭ロータリークラブは、1970

年 ( 昭和 45 年 )1 月 13 日、横浜保土ヶ谷

ロータリークラブをスポンサークラブとして

チャーターメンバーに 26 名を持って、同年 1

月 19 国際ロータリーより正式承認を受け 40

周年を迎え、2010 年 1 月 16 日に横浜旭ロー

タリークラブ創立 40 周年記念式典事業が地区

ガバナー、ガバナー補佐、地区行政 ( 旭区長、

旭消防署長等 ) の方々はじめ多くの来賓の方、

それにスポンサークラブ横浜保土ヶ谷 RC、第

5 グループの会長幹事、会員、会員家族、友

人等を含め 100 名余の参加を得て開催できた

事。又、この年、旭区は昭和 44 年に保土ヶ谷

区から分区して 40 周年という節目の年、横浜

市も開港 150 周年という記念すべき周年の年

でした。

　当クラブは旭区誕生 40 周年記念事業の一環

として「ねこ塚の碑」の設置とその周辺の整

備事業を行い、地元ねこ塚の伝承を後世に伝

え、「ふるさと旭」の魅力を高め、新しい旭区

の観光名所と期待されることに協力させて頂

きました。この様ないろいろな行事を会長の

時に会員皆様と共にご指導、ご協力を得て携

わったこと、大変感謝し、素晴らしい思い出

として心に残す事が出来ました。

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

市村茂夫殿 ( 横浜瀬谷 RC) ／メークアップに

参りました。よろしくお願い致します。クラ

ブでは出席免除扱い者となっております。

安藤　公一／①横浜市道路局よりおいで頂き

ました周治様、松本様、菊池様ようこそ。相

鉄アーバンクリエイツよりお越しの斉藤様、

阪口様、二俣川南口開発のお話、宜しくお願

いします。②瀬谷RCの市村様、ようこそいらっ

しゃいました。

福村　　正／①横浜市道路局、周治様、松本
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１）施行地区の概況

・二俣川駅は相模鉄道の本線といずみ野線が

　分岐する交通結節点であり、将来予定され

　る JR 及び東急電鉄との相互直通運転によっ

　て、東京都心へのアクセス性の向上が見込

　まれる。

・駅周辺には、こども自然公園、県立がんセ

　ンター等広域利用圏をもつ公共公益施設が

　多数立地しバスで駅へアクセスする住宅地

　が広がっている。

・二俣川駅南口には十分な広さの駅前広場が

　なく、バリアフリー対応が十分なされてい

　ないなど、駅利用者の利便性や安全性の面

　で課題がある。

・施行地区内な老朽化した建物や低未利用地

　が多く、駅前にふさわしい土地の高度利用

　や都市機能の集積が十分に図られていない。

２）事業の目的

・拠点にふさわしい交通広場や道路等の公共

　施設の整備を図る。

・土地の合理的かつ健全な高度利用により、　

　業務、商業施設、都市型住宅、公益施設の

　機能導入を図り、魅力あるまちを形成する。

３）施行地区の位置図

　施工地区は、二俣川駅南口に接し、東西に

細長く位置しており、地区北側は相模鉄道と

水路に接しており、地区南側は事業中である

鴨居上飯田線に接している。地区東側は市道

四季美台 275 号線に、地区西側は区画街路 1

号と接している。

○再開発事業の今後のスケジュール

・平成 26 年 4 月上旬

　工事着手

・平成 30 年 3 月竣工　4月オープン予定
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○都市計画道路　鴨居上飯田線
( 本宿・二俣川、さちが丘地区 ) 事業概要
　　　　　　　　　　　　　　横浜市道路局

事業概要

地区　本宿・二俣川地区

区間　旭区本宿～さちが丘

延長　約 127m　

幅員　18mから 28.5m

車線数　本線 2車線 (片側 1車線 )

　上：周治さん下：松本さん　横浜市道路局より説明

整備の目的

１）道路の体系的な整備を進めます。

　鴨居上飯田線は、横浜市の骨格となる幹線

道路として重点的に整備を進めている 3 環状

10 放射状型の幹線道路を補完する道路として

位置づけられており、市北部の都筑区池辺町

を起点とし、地域拠点として、二俣川・鶴ヶ

峰地区を経由し、泉区上飯田町 ( 大和市境 )

を終点とする延長約 13kmの幹線道路です。

　このうち、鴨居上飯田線 ( 本宿・二俣川、

さちが丘地区 ) の整備により、中田さちが丘

線や保土ヶ谷二俣川線、保土ヶ谷バイパス (南

本宿インターチェンジ ) との連絡が強化され

るなど、二俣川地区周辺における道路網の体

系的な整備を推進します。

２）駅へのアクセスを改善します

　鴨居上飯田線の整備と合わせ、二俣川駅南

口への接続道路を整備することで、駅へのア

クセスを改善します。

３）自動車の交通動線を改善し、生活環境の

向上を図ります

　住宅地に入り込んでいる通過交通を鴨居上

飯田線へ転換させることで、歩行者の安全の

確保と生活環境の向上を図ります。

　　　　　　　　　　週報担当　今野　丁三

■次週の卓話  　
　5/14　職業卓話　　
　　　　杉山 　雅彦会員　



　

– 6 –


