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●友好クラブ 

 韓国・龍仁ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3600 地区 

 台湾・台中文心ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

      何年か振りの卓話になります。本日は、以前 
     に出席した会合での資料を基に、説明させて頂 

きます。（以下、パワーポイントにて） 
１．中央新幹線計画の概要 
 この事業の意義は、東海道新幹線が開業から 
50 年が経過し、その経年劣化と東海地震など大 
災害に対する備えが必要であり、構造物の耐震 

     補強と大規模改修工事を進めるも、抜本的な備 
えは中央新幹線による二重系化です。 
・三大都市圏（東京、名古屋、大阪）が 1 時間 
 以内となり、１つの巨大都市圏が誕生します。 
・神奈川県内から東京・名古屋・大阪の各都市   
圏や国際空港の移動が飛躍的に便利になる。 
 

 

   

    
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
              （概要にて掲載） 
櫻内 康裕 

・中央新幹線による到達時分（現在の想定） 
品川（各駅停車で 10 分程度）⇔ 神奈川県 

（各駅停車で 60 分程度）⇔ 名古屋 ⇔ 大阪 
・最高設計速度 505 キロメートル／時 
・建設に要する費用の概算額 90,300 億円 
２．神奈川県内の計画 
・大深度地下使用法の手続きと流れ 
 事前の事業間調整－大深度地下使用の認可申 
 請－大深度地下使用の認可（使用権の設定） 
・都市トンネルの概要 
 主にシールド工法を採用。シールド工法は都 
 市部などの地上部が開発されている箇所や、 
 河川下などの地下水が豊富な箇所で、安全に 
 

会 長 冣住 悦子  幹 事 横溝 志華 

 



 
 

トンネルを造ることが可能な手法です。 
    ・神奈川県駅（仮称）の概要 
     深さ 
      約 30ｍ 
     長さ 
      約 50ｍ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
・橋本駅周辺地区整備計画（機能配置の考え方） 

複合都市機能ゾーン：主に生活者や通勤者など 
 の利用が想定。在来線、リニア中央新幹線のい 

ずれからもアクセス可能な配置。 
広域交流ゾーン：公共交通乗換えのための空間 
利用が想定。駅北口や様々な方面からのアクセ 
スに配慮した配置。 
ものづくり産業交流ゾーン：広域的な来街者の 
利用が想定。新幹線駅に近接し、周辺の産業地 
からも利用しやすいエリアへの配置。 

３．環境保全等について 

 工事中及び供用後の環境管理を、適切に行うこ 
    とを目的に事業者の自主的な取組みとして、工事

期間中及び完成後のモニタリングを実施。結果に 
    より、必要に応じて追加的な環境保全措置の検討 
    を行います。 
    ・建設発生土の利活用 
     神奈川県では、駅部やトンネル工事によって生

じる建設発生土約 1,140 万㎥の内、約 30％の 360 
    ㎥を車両基地内で利用する計画→平塚市ツイン

シティ大神地区土地区画整理事業に有効活用 
     まちづくりについては私の地元、淵野辺駅周辺

ですが、南口にある 6 か所の公共施設を鹿沼公園

内（約 4 万 8500 ㎡）に新設する複合施設にまと

め、移転後の跡地を売却して、事業費に充てる構

想があります。民間資本活用による社会資本整備 
    方式を導入して取り組む予定ということです。 

 

 
 

 
 

11 月③日に光明学園高校 
でインターアクト年次大会 
を開催し、池之上委員長、 
青少年奉仕各委員、豊岡地 
区青少年奉仕委員始め会員 
皆様にもご協力頂き、無事 
に終えることができました。 
インターアクトクラブは地区で 12 校あり、今 

回は 2 校が学校行事で欠席、１校が顧問のみの参 
加でしたが、インターアクターの生徒さん 100 人 
位が集まりました。当日は開会式に先立ち、2 度 
の全国制覇を果たした有名な光明学園高校和太鼓 
部の演奏から始まり、すばらしいパフォーマンス 
で大変インパクトがありました。当日はボトンド 
君も出席して、とても感動していました。 
開会式の後に各学校の活動報告と続き、その後 

ロータリアンとインターアクターで学校ごとに分 
かれ、昼食を取りながら今後の奉仕活動について 
ディスカッションを行いました。あまり細かく進 
行を決めていなかったのですが、それぞれの組で 
ディスカッションのスタイルやテーマは様々だっ 
たものの、活発に話し合いが行われたようです。 
ディスカッションは光明学園からの要望で、大 

変心配したところでしたが、生徒達からはこんな 
奉仕活動がしたい、また話の流れによって進路の 
ことなど、活発な発言があったようです。 
 また例会は休会されているので、お会いしたこ 
とがない会員もいると思いますが、長年、地区の 
青少年奉仕委員をされていた加賀会員もアドバイ 
スや当日のインターアクターのお迎えで大変活躍 
して頂きました。何より、池之上委員長が「学校 
側の希望を優先したい」と当初から一貫した姿勢 
で取り組まれ、自分達らしい暖かみのある良い大 
会になったと嬉しく思います。お疲れ様でした。 
 次に以前、グローバル補助金奨学生の問合せが 
あり、当クラブから学生を推薦することになった 
報告をしました。グローバル補助金による財団奨 
学金は対象が大学院への留学で、平和への貢献や 
途上国の開発援助など分野が限定され、条件の厳 
しい奨学金です。当クラブから推薦する学生は、 

 



 
 

山本一馬さんで、無事に地区の面接に合格するこ 
とができました。地区の今年のグローバル補助金 
奨学生は 3 名だそうですが、大学院の入学許可を 
得たり、いろいろな手続きはこれからですので、 
実質的にはまだ奨学生候補の段階です。 
当クラブは、送り出しクラブとしてカウンセラ

ーを決めたり、出発前に例会に来てもらったりす

る以外には、基本的に特にしなければならないこ

ともなさそうです。最終的に決定しましたら、ご

本人の経歴や目標も含め紹介したいと思います。 
 

    〇４０周年記念誌委員長     田後 隆二 

本日やっとお届けすることが出来ました。ぜひ 
ご記憶に留めて頂きたいため、冊子として作成し 
ましたが、ホームページにもアップしています。 

また、小崎会員には編集作業で大変お骨折り頂 
き、ありがとうございました。 

    〇青少年奉仕委員長     池之上 和哉 

インター年次大会を無事終了することができ、 
    お礼申し上げます。本日の週報にも当日の内容が 
    掲載されていますが、上手くいったと思います。 
     先週 11 日には地区会合に出席し、地区委員や 
    インター学友会にもお礼を言ってきました。特に

ディスカッションでは、意見が出るか不安でし  

たが、子供達はしっかりとやっとくれました。 
私も今回初めて、インターアクトと年次大会を 

    担当し、大変良い勉強をさせて頂きました。 
    〇例会親睦委員長         豊岡 淳 

例会欠席について、最近はラインで会員へ連絡 
    される方が多いようですが、事務局では昼食や資 
    料の準備もありますので、事務局へも連絡を入れ 
    て頂くよう宜しくお願い致します。 
 

    

      ●冣住会長、横溝幹事 

      ①インターアクト年次大会に参加の皆様、お疲れ様

でした。 

        ②高本会員、ご夫人誕生日祝おめでとうございます。 

③櫻内会員、卓話を楽しみにしています。 

●小野 孝会員       

      ①櫻内さん、卓話楽しみにしています。 

②ご夫人誕生日の高本さん、おめでとうございます。 

 

 

 

●櫻内 康裕会員 

①本日お祝の高本さん、おめでとうございます。 

②本日、卓話になります。卓話になるかどうかわかり 

ませんが、宜しくお願い致します。 

●池之上 和哉会員 

①高本さん、ご夫人誕生日祝おめでとうございます。 

②櫻内会員、卓話楽しみです。宜しくお願いします。 

③インター年次大会も、無事に終了することができま 

した。ありがとうございました。 

●伊倉 正光会員 

  櫻内会員の卓話、楽しみにしています。 

●江成 利夫会員 

①本日、卓話の櫻内会員よろしくお願いします。 

②インターアクト年次大会に出席された方々、お疲 

れ様でした。 

●小崎 直利会員 

①４０周年記念誌がようやく完成しました。皆さんに、 

  ご協力いただき、良いものとなりました。 

②本日、卓話の櫻内会員、宜しくお願い致します。 

●瀬戸 裕昭会員 

①ご夫人誕生日祝の高本会員おめでとうございます。 

②本日、卓話の櫻内会員ご苦労様です。楽しみです。 

「法人会」?の冊子、写真映り良かったですよ！ 

●大井 達会員 

①高本会員、奥様お誕生日、おめでとうございます。 

②櫻内会員、卓話はリニアなのですね。楽しみです。 

③先程、津久井から戻ってきました。紅葉がとても、 

きれいです。 

●田後 隆二会員 

①高本さん、奥様のお誕生日おめでとうございます。 

②櫻内さん、卓話よろしくお願いします。 

●佐々木 敏尚会員 

①本日お祝の高本さん、おめでとうございます！ 

②櫻内さん、卓話楽しみです。宜しくお願いします！ 

●諸隈 武会員 

①高本さん、奥様の誕生日おめでとうございます。 

②櫻内会員、本日は楽しみです。 

●大塚 正浩会員 

①ご夫人誕生日祝の高本会員おめでとうございます。 

②櫻内さん、卓話よろしくお願い致します。 

            本日のスマイル額 １４，０００円 

今年度の累計額 ４２８，９００円 

 



 
 

 

報告事項 

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ロータリー財団寄付に関するお願い 

各クラブが財団補助金を使用して、たくさんの

プロジェクトを実施頂くことは素晴らしいこ

とですが、３年後のプロジェクトを実施するた

めに、年度当初より下記の目標をお願いしてお

ります。 

〇年次寄付１人当り ２００ドル以上  

〇ポリオプラス１人当り ４０ドル以上 

〇恒久基金１クラブ当り １，０００ドル以上 

11月は財団月間です。前年度より 25 ドル以上 

を寄付した人は、カウントされることになりま

したので全会員が 25 ドル以上を寄付し、また

１人 200ドルの地区目標の達成にご協力下さい。 

②2018～19年度ロータリー奨学生選考試験結果の 

ご連絡 

     選考試験にて、貴クラブ推薦の山本一真さんが、

ロータリー奨学生（グローバル補助金）候補者

に決定致しました。本部からの補助金承認をも

って、正式なロータリー奨学生となります。 

③青少年交換「ＲＯＴＥＸ懇親会」「新派遣生と 

の合同オリエンテーション」のご案内 

     来日学生には、５分程度で「母国の紹介」をし 

て頂きたく、写真を使用する場合は 2～3枚程 

度でお願い致します。クラブから参加者がいる 

場合は、オリエンテーションよりご参加下さい。 

 日時：12月 2日（土）13:00～15:00 懇親会 

「第一相澤ビル」にて 

        15:30～17:00オリエンテーション  

「アイクロス湘南」にて         

 

※クラブ創立４０周年記念誌ができあがりまし

たので、全会員にお配りしております。 

 

 

 ●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」 

   〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15 

       TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000 

●Ｅ-mail:rotary@tbg.t-com.ne.jp          

 

 

＜理事会報告＞ 

①年末家族例会の件。 

 12 月 19 日（火）→18 日（月）18:30～20:30 「セン 

チュリーホテル相模大野にて。 会費：会員 1 万円 

ご家族（中学生以上）1 人 3 千円。 

②グローバル補助金・財団奨学生カウンセラー。 

 未定。派遣は次年度につき、会長ｴﾚｸﾄに一任。 

③創立 40 周年記念事業 収支決算の件。 

 決算書を承認。残金 30,741 円は奉仕会計に振替。 

 

 

 

・高本 昌敏ご夫人 １１月２５日       

 

例会プログラム 

１１月２１日ゲスト卓話 地区補助金配分・推進 

      委員会  小池副委員長、神崎委員 

   ２８日イニシェイションスピーチ 

       担当：鎌田 英洋会員 

１２月 ５日年次総会「次年度理事役員の発表・ 

        承認」江成指名委員長、会長 

      定例理事役員会 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会  中山 徹男 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 横江 利夫会員 

ゲスト   張 珣さん（米山奨学生） 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：豊岡 淳 副委員長：藤本 恵介 

 委員：老沼 秀夫、田所  毅、佐々木敏尚 

    諸隈  武、高本 昌敏、横江 利夫 

    山之内 洋、鎌田 英洋、三留 正浩 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 28名） 事前メイク者 
３９名 ２６名 ４名 
欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/31) 
２名 ９３．７５％ ７７．４２％ 


