
第 1980回例会 

11月 13日 №18 

 

●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 

                                     

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は卓話の時間をいただき、有難うござい

ます。3～4年前にも一度、卓話でお話させて頂

き、その頃からあまり変わっていないのですが、

リニアの橋本新駅の工事も着工し、相原高校や、

協同病院の移転のための造成工事も始まりま

して、面白い話ではありませんが、本日はパー

トⅡということでお話させて頂きます。 

１．平成 18 年 5 月に、日米政府が合意した在

日米軍再編の「最終報告」において、キャンプ

座間の米陸軍司令部の改編及び陸上自衛隊中

央即応集団司令部の移転と相模総合補給廠の

一部返還、共同使用などが決定された。 

これを受けて、平成 19 年 9 月に跡地利用を

含め、JR相模原駅周辺の再開発を進めようと、 

 

  

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

中里 和男 

自治会、商店街が「相模原駅周辺まちづくり推 

進連絡協議会」を設立し、活動を開始しました。 

その構成団体は、清新地区・小山地区・中央 

地区の各自治会連合会、相模原中央・相模原西 

の各商店街、相模原東・相模原夢大通りの各商 

店会、西門活性化委員会、小山商工連盟である。 

 

２．これまでの活動はまちづくりの参考となる 

先進地の視察や勉強会、シンポジウムなどを開 

催し、市に提言する「まちづくり計画（案）」を 

作成してきました。主な視察地は、川崎駅周辺 

まちづくり、さいたまスーパーアリーナ新都心 

地域冷暖房センター、晴海熱供給センター、東 

京スカイツリー周辺まちづくり等である。 

 

会 長 早川 正彦  幹 事 佐々木 敏尚 

 



  

 

    ３．相模原駅周辺まちづくり計画（案） 

    【目的】政令指定都市の表玄関にふさわしいまち 

づくりや、広域交通ネットワークの形成による 

首都圏南西部における広域交流拠点として、高

次都市機能の集積による、魅力ある都市を形成

することにある。 

【まちづくりの目標・方針】 

○目標：交流・コミュニティを育み、多様な機能 

 が集約された、ゆとりとにぎわいのある“人” 

 が中心のまち。 

○方針： 

(1)活力あるまちづくり（人を中心に様々な交流 

  が生まれるまち） 

ア．広域交流拠点の整備 

・国際交流機能（メッセ施設、コンベンション施 

設、ホテル等） 

・市民交流機能（多目的空間、オープンスペース等） 

・文化交流機能（文化ホール等） 

・広域集客機能（広域的商業施設、都市型アミュ 

ーズメント併設複合型商業施設） 

・業務機能（企業、各種団体、協会等） 

・行政機能（官公庁等） 

・商業創造、産業支援機能（インキューベート機 

能、スモールオフィス） 

・スポーツ、レクリエーション機能（イベント、 

 運動場等） 

    イ．既存の集積の活用 

    ・南側市街地の機能更新 

    ・南北市街地の一体的なにぎわいづくり 

 

    (2)暮らしやすいまちづくり（安全、安心、便利 

      なまち） 

    ア．機能集約型のまちづくり 

・機能の集約的配置（多様な機能を複合的・計画 

的に配置） 

・コンパクトシティの推進（住宅機能の整備、生 

活利便施設の集約的配置） 

イ．交通ネットワークの整備・充実 

・広域交通体系の整備（さがみ縦貫道路、津久井 

広域道路、小田急多摩線延伸） 

    ・地区内道路、交通結節点の整備（南北道路、東 

     西道路、区画道路、駅前広場、歩行者デッキ等） 

 

 

 

・歩行者、自転車ネットワークの整備（南北市街 

 地間の連続性確保、自転車・駐輪場・歩行者に 

 配慮して道路整備） 

・駐車場、バスネットワークの整備 

ウ．人にやさしいまちづくり 

・バリアフリー化の推進（道路、広場、公共建築 

 物等のバリアフリー） 

・全ての人が快適に暮らせるまちづくりの推進 

（高齢者・障害者・子育て支援・社会参加活動支援） 

エ．災害に強いまちづくり 

・まちの安全性向上（強固な都市基盤の整備、建 

物の不燃化、耐震化の促進） 

・防災拠点の確保（駅北側のオープンスペースを 

避難場所として活用、防災貯蓄槽の確保、エネ 

ルギー供給源の多重化等） 

・環境、防災軸の整備 

 

(3)快適でうるおいのあるまちづくり（環境、景観 

 に配慮したまち） 

ア．美しい都市景観の形成 

・本市の玄関口にふさわしい風格のある都市景観 

形成 

・まち全体で調和のとれた都市景観形成 

・地区計画等を活用した統一感のある美しいまち 

なみ形成 

イ．緑のネットワークの形成 

・駅北側市街地内に緑豊かな都市空間の創出 

・広幅員道路での街路樹や植栽等によるシンボル 

的な街路景観の創出 

・歩道、歩行者空間を活用した緑のネットワーク 

の形成 

ウ．環境共成のまちづくり 

・環境負荷の少ない施設整備の促進 

・環境にやさしい交通体系 

 

 また全国にある 1,000以上の市町村を対象に 

した「地域ブランド力」の統計資料があり、相模 

原市は全国的に見て、あまり魅力ある市とはなっ 

ておりません。こうしたデータも活用しながら、 

まちづくり協議会でも月に 1～2回は勉強会や、 

また視察を実施したりして、市に働きかけて取り 

組んでまいりたいと思います。 

 



 

                       

    ＜地域ブランド調査＞（参考資料＞ 

     この調査は(株)ブランド総合研究所が、国内の 

    約 1000の市町村及び 47都道府県を対象に認知度

や魅力度、イメージなど全 78項目によるもので、 

    2005 年より年 1 回実施。（全国の消費者 3 万 745

人からの有効回答による） 

     相模原市の魅力度ランキングは、2012 年－241

位、2013 年－240 位、2014 年－229 位、2015 年－ 

    234 位、2016 年－240 位。 

    ○2017 年 市町村魅力度ランキング（上位 10 市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     立冬を迎え、出勤途中で見える遠くの山々も澄

み切った青空に映える季節になりましたが、寒さ

が身に染みるようになりました。 

 本日、11 月 13 日は「うるしの日」だそうです。 

 

 

 

1985（昭和 60）年に日本漆工芸協会にて制定 

されました。これは、平安時代の文徳天皇の第一 

皇子・惟喬親王が京都・嵐山の法輪寺に参籠した 

時に「うるしの製法」、「漆器の製法」を菩薩から 

伝授されたという伝説から制定され、11 月 13 日 

は以前から漆関係者の祭日でもあり、親方が職人 

に酒や菓子など配り労をねぎらう日でもあります。 

また、語呂にちなんだ所では「いいひざの日」 

でもあります。「いい（11）ひざ（13）」の語呂？ 

に因んで、関節痛の薬を開発するゼリア新薬（株） 

が記念日に制定しております。 

さて 10 月 23 日に行いました、クラブフォー 

ラム「新ホームページについて」、皆様にはパイ 

ロット版を見て頂きましたが、感想はどのように 

お持ちになったでしょうか？ 

私は、まずセンスの良さを感じました。次にメ 

ンテナンスのし易さなど、既に完成の域まで出来 

上がっており、想像しておりました物より良い物 

でしたので、安堵しました。 

最住会長年度より計画を開始し、熟慮に熟慮を 

重ねて、23 日を迎える事が出来ました。今後は早 

急に完成し、我がクラブの公共イメージと、ロー 

タリーの認知度の向上を中心に活用して参りたい 

と考えております。 

また、会員の皆様の利便性を十二分に考え、作 

成している事も勿論であります。より良いホーム 

ページにする為に沢山の感想・意見が届いており 

ますが、もっともっと沢山の感想・意見を寄せて 

欲しいのです。「こんな感じが良いな」、「こんな 

事、出来ないの？」という皆様の生の感想・意見 

が必要なのです。 

並びに、池之上公共イメージ委員長、小崎会員 

におかれましては、中クラブらしい素晴らしいホ 

ームページの完成に大変期待しております。お忙 

しいと思いますが、共に完成を目指して頑張って 

参りたいと思います。宜しくお願い致します。 

完成後は当然ですが、会員増強にも重大な戦力 

となると考えております。今期目標の増員２名以 

上の達成に向け、会員増強委員会はホームページ 

（裏ページに続く） 

順位 市町村名 魅力度 

１ 京都市 48.1 

２ 函館市 47.7 

３ 札幌市 47.0 

４ 小樽市 41.3 

５ 鎌倉市 40.5 

６ 横浜市 39.7 

７ 神戸市 38.1 

８ 金沢市 37.3 

９ 富良野市 36.5 

10 屋久島市 35.5 



 

 

の活用、具体的な活動に向けての準備をお願い致

します。 

結びになりますが、上半期はガバナー公式訪問、 

韓国・龍仁 RC40 周年記念式典、地区大会、セラ 

ピー犬奉仕活動など、皆様のご協力により順調に 

  

 

●早川会長、佐々木幹事 

    ①本日、ご夫人誕生日祝の高本会員、おめでとう

ございます！ 

②本日卓話の中里会員、宜しくお願い致します！ 

●中里 和男会員 

①本日、卓話をさせていただきます。 

②ご夫人誕生日祝の高本さん、おめでとうござい

ます。 

●川合 貞義会員 

①安全・安心まちづくり協会会長、市長より表彰 

 されました。 

②今週 16 日より、日中交流協会で無錫市へ市長 

 の親書を持って、14 名で行ってきます。 

●冣住 悦子会員 

①高本さん、奥様の誕生日祝おめでとうございます。

②中里さん、卓話楽しみにしています。 

●小野 孝会員 

①ご夫人誕生日祝の高本さん、おめでとうござい 

ます。 

②卓話の中里さん、楽しみにしています。 

●大井 達会員 

①高本さん、奥様の誕生日おめでとうございます。 

②中里さん、卓話「まちづくりパートⅡ」楽しみ 

です。 

③池之上さん、ロータリーの友紹介ご苦労様です。  

●櫻内 康裕会員 

①お祝の高本会員、おめでとうございます。 

②卓話の中里会員、宜しくお願いします。 

③本日、豊岡会員と横溝会員は地区で研修会の 

ようです。 

 

 

 

進めることが出来ております。来月には楽しい年 

末家族会もございますので、年末のお忙しい時期 

を迎えますが、スケジュールの調整をして頂き、 

積極的にご出席頂けるようお願い致します。 

 

 

 

 

●田後 隆二会員 

①1 カ月ぶりのお久し振りです。 

②高本さん、ご夫人お誕生日おめでとうございます。 

③中里さん、卓話楽しみです。 

●老沼 秀夫会員 

中里さん、卓話楽しみに聞かせてもらいます。 

相模原市の今後のまちづくりを聞かせて下さい。 

●伊倉 正光会員 

①中里さんの卓話楽しみにしています。 

②池之上さん、ロータリーの友の紹介、よろしく 

お願いします。 

③高本さん、ご夫人誕生日おめでとうございます。 

●藤原 利夫会員 

①本日、卓話の中里会員、宜しくお願いします。 

②ご夫人誕生日祝の高本会員、おめでとうござい 

 ます。 

●阿部 毅会員 

①中里会員の地元密着の「まちづくり」の卓話、 

 楽しみです。 

②ロータリーの友、池之上会員、紹介頑張って。 

 よろしく。 

③高本会員、奥様の誕生日祝おめでとうございます。 

●池之上 和哉会員 

①高本会員ご夫人誕生日祝おめでとうございます。 

②申し訳ありませんが、本日は途中退席させて頂 

 きます。中里会員の卓話がお聞きできなくて、 

 残念です。 

        本日のスマイル額  １４，０００円 

            今年度の累計額  ３６７，６００円 



 

 

                  （概要にて掲載） 

    ○ロータリーの友１１月号紹介 

公共イメージ委員会     池之上委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

縦書 P18～「コロンビア大学奨学生との出会い」 

ですが、先日、地区ロータリーの友代表委員の中 

村辰雄氏（相模原南 RC）が当クラブ例会にメイク 

に来られた折に、偶然、当クラブが推薦した東大 

生の山本さんが、コロンビア大学への留学挨拶に 

来られていました。その時の出会いについて感じ 

たことが書かれています。 

 文章の一説を少し読んでみますと、「一人の若 

者が夢を実現しようとチャレンジする姿は、まる 

で純白の繭玉から光輝く繭糸
け ん し

が、この世に誕生す 

る瞬間を見るようでした。」とあり、表現力がす 

ごくて圧倒されますが、山本さんの言葉に感銘を

受けたことが掲載されております。 

 縦書 P29「七夕の短冊へ ポリオ撲滅の願いを 

込めて」は、相模原橋本 RC が継続奉仕活動とし

て、毎年 8月に橋本七夕まつりでポリオ募金を行

っているそうで、今年は遂に 100万円を超えた募

金が集まったそうです。私も桜祭りの折にポリオ

募金に参加したことがあるのですが、やっと 10

万円程だったので、この金額に驚きました。 

 次に横書 P28～29、11月 5日から 1週間はイン 

ターアクト週間ということで、特集記事ですが、 

大分県立大分舞鶴高校インターアクトの「舞シュ 

ーズをタイに送りタイ」という記事では、6年前 

から卒業生から寄贈された体育館シューズを、大 

分中央 RCの協力で、タイの高校生に送る活動を 

しているそうです。今年は、タイのチェンライ RC 

の原田元会長を招いて、講演を行い、シューズを 

手渡しされたとのことです。 

 

 

 

当クラブと、同じようなプロジェクトを行って 

いる高校がありましたので、ご紹介させて頂きま 

した。他にも興味深い記事がありますので、皆様 

もぜひ、じっくりと読んでみて下さい。 

 

○社会・国際奉仕セミナーの報告 

 奉仕プロジェクト委員会    阿部委員長 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/10（土）13:00-16:00「 アイクロス湘南」 

において、181名の各クラブ関係者の参加で開催 

されました。 

始めに足柄 RCの社会奉仕継続事業として 2007 

年からの青少年育成参加型プログラム「水源の森 

事業」の活動報告、続いて平塚西 RCの国際奉仕 

継続事業：識字率向上を目的とした「ネパールに 

学校建設」に関して 20年近い活動の経過報告が 

ありました。 

 その後、10グループに分かれて「インスピレ 

ーションになろう」を基軸に各クラブの奉仕現況 

と、活動を通して会員がどのような意識変革をし 

ているかの報告をし合いました。 

当クラブは、平成 11年の東日本大震災をきっ 

かけにスタートした「セラピー犬慰問奉仕活動」 

を発表。以後、継続事業として現在も社会奉仕活 

動として年間プログラムに取り組んでいることを 

報告しました。 

他クラブにはない事例でもあったため、非常に 

関心度が高かった印象です。秀でた奉仕活動は長 

く継続すべきだとの認識を改めて感じました。 

 日常生活の中での困りごとや安全に関する事例 

を、ふとした閃きやアイディアをテーマにした、 

身近な改善策を RC活動に取り込む事も今後の課 

題として、捉えてみては如何でしょうか？ 

 



 

             

   

例会報告 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①地区インターアクト／ローターアクト委員会 

開催のご案内 

提唱クラブにはご出席をお願い致します。 

日時：11月 17日（土）13:00～委員会 14:00 

～ミーティング  

場所：第一相澤ビル 登録締切：11月 13日 

②地区ローターアクト年次大会のご案内 

今年度はスポーツを通じて、ロータリアンとロ

ーターアクトとの繋がりを感じて頂きたく、皆

様のご出席をお願い致します。 

     日時：12月 2日（日）12:00～式典 13:30～ 

        メインプログラム 

 場所：三浦学苑高等学校 

（懇親会場：金谷山大明寺） 

登録締切：11月 17日 登録料：6,000円 

 

※１１月２７日（火）１８：３０～「増強親睦会」（会員有志 

による）を回覧しております。次週例会までに出欠 

席のご記入をお願い致します。 

 

例会プログラム 

１１月２０日卓話 池之上 和哉会員 

２７日卓話 大坪 征弘会員 

    １２月 ４日年次総会「次年度理事役員の発表と 

          承認」担当：会長、指名委員長 

          定例理事役員会 

       １１日卓話 甲斐 美利会員 

 

 

 

 

 

 

●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 

 

 

 

 

 

・高本 昌敏ご夫人 

     １１月２５日 

 

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  大塚 正浩 副ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「奉仕の理想」 

ソングリーダー 大槻 実会員 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

＜ロータリーミニ情報 よねやまだより＞ 

2019 学年度のロータリー米山記念奨学金（学 

部・修士・博士／地区奨励）には、指定校539 校 

から1,384 人が推薦されました。被推薦者の国籍 

地域は中国50.9％、ベトナム13.2％、韓国9.3％、 

その他、台湾、ネパール、マレーシア、インドネ 

シアの順となっています。 

ベトナムは昨年と同様、申し込み段階で韓国を 

越えて、国籍別の第2 位となりました。 

被推薦者の奨学金別応募状況は、博士課程が 

21.2％、修士課程が37.9％、学部課程が 38.7％、 

大学以外の教育機関を対象とする「地区奨励奨学 

金」には、8 地区13校から計32 人の応募があり、 

来年1 月末日までに地区選考委員会による書類選 

考・面接試験が実施され、新規・継続合わせて、 

2019 学年度奨学生850 人枠が決定します。 

 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：伊倉 正光 副委員長：小崎 直利 

 委員：川合 貞義、田所  毅、櫻内 康裕 

    田後 隆二、中山 徹男、高本 昌敏 

横江 利夫、山之内 洋、河野  崇 

中村 勝彦、大槻  実 

●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 

会 員 出席（出席対象 30名） 事前メイク者 

３７名 ２５名 ３名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(10/30) 

５名 ８４．８５％ ９１．１８％ 
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