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被災地の子ども達にＸマスプレゼント

２ ０ １ ９ 年１２月４日 第２ ４ ０ ８ 回 例 会
■司
会
■開会点鐘
■斉
唱
■出席報告
本日の出席率

27 名
84％

本日の出席数
修正出席率

21 名
96.15％

■本日の欠席者
二宮麻理子、福村、目黒、宋、柳沢
■他クラブ出席者
五十嵐（横浜南央 RC）
■ゲスト
馮 博様（米山奨学生）
■ 12 月誕生記念祝

五十嵐 正会員
大川 伸一会員
関口 友宏会員
目黒 恵一会員
岡田
隆会員

VOL. ５１

チャリティーコンサート

No. ２０

■会長報告
皆さんこんにちは。早いもので今年も残す
ところ一ヶ月となりました。何かと忙しいこ
の季節、無理をして体調を崩さぬよう、十分
にお気を付け下さい。
さて、先週 11 月 30 日㈯、相鉄は西谷駅と
新設された羽沢横浜国大駅を結ぶ「相鉄・JR
直通線」を開業。羽沢横浜国大駅と JR 線をつ
なぐ線路も整備され、相鉄線と JR 線の相互直
通運転がいよいよ始まりました。これにより、
横浜市西部や神奈川県央部が東京都心部と直
結。新たな鉄道ネットワークが形成される事
で、アクセス向上のほか、周辺路線の混雑緩
和や地域の活性化などが期待されていますが、
今から遡る事 60 年前、相鉄線に別の新線の計
画があった事を皆さんはご存知でしょうか。
1958 年 1 月 30 日、相鉄は二俣川―杉田海
岸間 14.4 ㎞と二俣川―原町田間 12.3 ㎞の地
方鉄道免除（営業許可）を国に申請しています。
国立公文書館所蔵の図面によると、二俣川
―杉田海岸間は、相鉄線の中間に位置する二
俣川駅から南下。杉田海岸駅は現在の JR 根岸
線の磯子駅付近に設けられる計画でした。二
俣川―原町田間は二俣川駅から北上し、国鉄
横浜線の原町田駅（現在の JR 町田駅の南側）
につながる計画でした。全体の所要時間は 40
分とされていました。
1967 年発行の社史「相鉄五十年史」などに

ＳＡＡ 市川 慎二
会 長 佐藤 真吾
君が代、奉仕の理想

会員数

在日外国人日本語学習支援

12.20
12.12
12.10
12.18
12.20
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よると、申請ルート沿線居住者の利便性向上
のほか、既設の鉄道路線との相互連絡、根岸
湾に計画された埋立地の開発促進を目的に計
画。沿線の住宅開発を行い、根岸湾岸の工業
地帯へ従業員を運ぶ通勤輸送を行おうとして
いたようです。沿線自治体も相鉄の計画に好
意的で、申請翌年の 1959 年３月、神奈川県知
事は運輸大臣に対し、計画実現に向けての意
見書（国立公文書館所蔵）を送付。相鉄に対し、
新線の営業を許可するよう要望しています。
ところが、この計画は具体化しませんでし
た。「相鉄五十年史」は「上瀬谷通信施設の電
波障害問題などにより実現が困難になったた
め」としています。
瀬谷駅から北へ２㎞ほどにあった米軍の上
瀬谷通信施設。もともとは、日本海軍の倉庫
施設で、終戦後は米軍が接収。いったんは解
除されましたが 1951 年に再接収され、通信施
設が整備されました。この施設では、旧ソ連
や北朝鮮などから発信される電波の傍受や暗
号の解析が行われていたようです。このため、
日米合同委員会は 1960 年、上瀬谷通信施設と
その周辺を「電波障害防止制限区域」に指定
する事で合意しました。
電波をクリアに受信するためには、ノイズ
の原因となるものを極力減らさなければなり
ません。近くに住む農民が農地転用で家を新
築しようとしても認められず、電熱を使った
温室の設置やモーターを使ったポンプの使用
にも制限が加えられました。蛍光灯の使用も
許されなかったようです。これでは、通信施
設の東側を通るはずだった新線の建設も難し
く、結局、申請から 10 年近く過ぎた 1967 年
２月 16 日、相鉄は杉田海岸―二俣川―原町田
間の申請を取り下げる事になりました。その
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一方で、二俣川―平塚間の 25.3 ㎞（申請時）
を結ぶ新線の営業許可を申請。これが現在の
相鉄いずみ野線になります。
相鉄いずみ野線は、1976 年 4 月に二俣川―
いずみ野間が開業しましたが、沿線住民によ
る反対運動や工事費の高騰などもあり、工事
は難航。1999 年３月までに湘南台駅まで開業
したものの、残る湘南台―平塚間は着工のメ
ドが立っておらず、今は事実上の凍結状態で
す。60 年前の新線計画と同様、「幻の路線」
となってしまうのでしょうか。
〇地区関係
１）2019-20 年度地区ロータリー財団補助金
管理セミナー
12 月 12 日 ㈭ 15:00 ～ 17:00 メ モ ワ ー ル プ
ラザソシア 21 で開催されます。この「地区
ロータリー財団補助金管理セミナー」に出席
し、後日、地区とクラブの MOU（覚書）を提
出する事が、2020-21 年度のロータリー財団
プログラム（地区補助金・グローバル補助金
を利用する）に参加する為の必須条件となり
ます。この MOU の提出は会長エレクトと会長
ノミニー、地区補助金の申請は今年度、グロー
バル補助金の申請は次年度と年度をまたがっ
ての手続きとなります。
ついては、これらの手続きに関わる会長、
ロータリー財団委員長、会長エレクト、会長
ノミニーが出席対象者となります。当クラブ
からは、田川会長エレクトと新川ロータリー
財団委員長にご出席いただきます。よろしく
お願い致します。
〇クラブ関係
１）矢田昭一名誉会員より、創立 50 周年記念
にあたり、祝辞とお祝いを頂戴しましたので
ご披露させていただきます。

２）当クラブ元会員の広田誠一さんから、横
浜旭ロータリークラブ 1000 回例会記念の寄せ
書きを預かったと、兵藤さんが持ってきて下
さいましたのでご披露させていただきます。
今から 29 年前の平成２年１月 17 日です。と
ても懐かしいお名前が見受けられます。

【年次総会】
これより、定款第８条第２節および細則第
５条第１節の規定に基づき、年次総会を開催
致します。規定により、私、佐藤真吾が議長
を務めさせていただきます。
それでは、出席委員会より出席報告をお願
いします。
会員総数 27 名のうち、本日の出席者 21 名
となり、会員総数の３分の１の定足数を満た
していますので、年次総会は成立致しました。
引き続き、審議事項に入らせていただきま
す。議案は、次期役員と理事の選任の件とな
ります。
役員と理事候補者は、
田川富男、佐藤真吾、北澤正浩、目黒恵一、
安藤公一、市川慎二、二宮麻理子、宋 謹衣、
新川 尚（順不同、敬称略）です。
賛成の方は 挙手をお願いします。
採決の結果、出席会員の過半数の賛成があっ
たものと認め、本議案は可決承認されました。
以上をもちまして、年次総会を閉会とさせ
ていただきます。ご協力有難うございました。
■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ
〇横浜保土ヶ谷ロータリークラブ
日時 12 月 24 日㈫夜間移動例会
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クリスマス会
点鐘 17 時 30 分
会場 ロイヤルホールヨコハマ
中区山下町 90 ℡ 45-641-1122
日時 12 月 31 日㈫休会
１月３日㈮休会
２）2019-20 年度 第９回理事会議事録
大川 伸一
日時 令和元年 12 月 4 日 11 時半～
場所 例会場
出席者：
佐藤真吾、田川富男、安藤公一、五十嵐正、
北澤正浩、新川 尚、市川慎二、大川伸一
（順不同、敬称略）
〇報告事項
１）各委員会からの活動報告
奉仕プロジェクト青少年奉仕から
県立看護福祉高等学校インターアクト
クラブ設立が内定
設立総会の開催を予定
２）会計報告
〇協議事項
１）定款・細則の規定の変更について
① 2019 年４月の規定審議会で標準ロータリー
クラブ定款を含む組織規定の変更あり
2019 年手続き要覧発行にともない、定款・
細則の変更を進めなければならない
以上を確認
② CLP について
今年度行う事および次年度に引き継ぐ事を
確認
〇審議事項
１）角田市・丸森町サンタプロジェクトへの
協力・支援について
①当クラブとして
５万円の資金支援 人員派遣
②第５グループ内の協力として南央と田園が
支援を表明
２）クライムプログラムへの支援について
承認 ２万円 / シリーズ 他
３）創立 50 周年記念特集
（タウンニュース）への掲載
詳細は次回の例会内で決定
承認
４）2019 年手続き要覧
PDF のダウンロード
または希望者による冊子（＄10）の購入

３）栁沼 G 補佐のご協力により、第５G にサ
ンタ事業協力の呼びかけをして頂き、現在南
央・田園・瀬谷各クラブから支援協力をして
いただくことが出来ました。
■ニコニコ BOX( 会員敬称略 )
佐藤 真吾／今月は疾病予防と治療月間です。
皆さん、インフルエンザ予防接種を受けて下
さい。福村さん、フォーラム宜しくお願いし
ます。
大川 伸一／①誕生日のお祝いを有難うござ
いました。私も今年度で停年の年齢になりま
した。②福村先生、本日のフォーラムを宜し
くお願い致します。
田川 富男／年次総会において次年度の理事
やくいんのご承認を頂きまして、誠に有難う
ございました。次年度もよろしくお願い申し
上げます。
五十嵐 正／誕生日祝いを頂き有難うござい
ました。先日相鉄で横浜から西谷まで８分を
体感しました。速くなったものです！
安藤 公一／①福村さん、本日の卓話宜しく
お願いします。②昨日の旭 RC ゴルフコンペに
御参加頂いた皆様、お疲れ様でした。お陰様
で楽しい一日を過ごすことが出来ました。③
12/1 に大学ラグビー早明戦では早稲田は完敗
でした。1/11 ㈯国立競技場での決勝でリベン
ジします。
関口 友宏／①昨日のゴルフコンペでは、安
藤さん大変お世話様でした。②誕生祝いを頂
き有難うございます。
青木 邦弘／昨日は安藤さんにお世話になり
ました。斎藤善孝さんが欠席でしたので、準
優勝しました。
岡田
隆／㊗ JR 乗り入れ開始。今後の地域
の発展に期待します。
倉本 宏昭／①馮君ようこそ。②福村さんの
卓話、時節柄楽しみです。是非時間までに来
て下さい。

５）クラブ管理運営委員会（親睦）
クリスマス・家族親睦会の予算を承認
６）奉仕プロジェクト委員会（社会奉仕）
旭ふれあい区民まつりの決算を承認
７）チャリティーコンサート部会
第９回チャリティーコンサートの予算を
承認
〇その他
１）会員表彰について 規定付則②に基づき
永年勤続表彰として佐藤利明会員に対す
る表彰を決定
尚
■チャリティーコンサート部会 新川
ポスターができあがりましたので、PR 宜しく
お願い致します。

五十嵐 正
■災害対策委員会
報告事項
１）本日の理事会にて、岩沼・丸森 RC 共同企
画サンタのプレゼント事業支援につき承認し
ていただきました。
委員会予算より５万円拠出させていただき
ます。
２）12/12・12/20 サンタ事業参加協力を、再
度お願いします。

■次週の卓話
12/18 ㈬→ 12/14 ㈯クリスマス例会
時間 点鐘 18 時
場所 港の見える丘公園
KKR ポートヒル横浜４階
週報担当
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安藤

公一

〇会員の皆様へ
令和１年 12 月４日 田川富男
来期 2020-2021 年度、新理事・新役員の決定です。
下記にて、ご承認いただきましたこと、誠にありがとうございます。
来期はクラブ 60 周年、または 100 周年に向けての一歩となる年度です。
今まで先輩会員が築き上げていただいた伝統を踏襲して行きたいと思います。
また、私の考慮不足のため、多くの変更をしましたことをお詫び申し上げます。
今後もいろいろとご迷惑をおかけすること多々あると思いますが、ロータリアンの
寛大なる心をもちましてご容赦お願い申し上げます。
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