
第 1782 回例会 

７月 29 日 №5 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 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 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

      まだ漠然としたものですが、相模原地区は大 
型のプロジェクトが計画されています。 
まずリニア中央新幹線は、平成 25 年 9 月に 

JR 東海が概要を発表し、平成 39（2027）年に 
は東京～名古屋間が完成予定ですが、先日の新 
聞に工事着工の認可を取り付け、早ければ秋頃 
にも着工かと掲載されていました。まだまだ先 
の話かと思っていましたが、着実に進んでいる 
ようです。 
そして相模原総合補給廠の返還も、平成 20 

     年に約 17ha の一部返還が合意され、平成 24 年 
     には約 35ha も国と米軍との共同使用が合意さ 

れ、相模原市と国の話し合いも進んでいます。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
中里 和男 

今後の相模原駅周辺のまちづくりについては 
商店街や自治会も勉強会をしたり、視察に行っ 
りして、まちづくり推進連絡協議会などで検討 
していきます。 
 小田急多摩線の延伸では返還予定地の開発と 
相模原駅の南北市街地が分断されないように、 
地下駅の構想なども検討されています。小田急 
線は唐木田駅から地下に入り、横浜線も矢部駅 
辺りから地下にと、いろいろな話が出てきてい 
ます。今年 5 月には、町田市と相模原市が延伸 
の事業化に向けて「覚書」を交わしましたので、 
これから本格的な動きになるのではないかと思 
っています。 
 

相模原中ロータリークラブ 

会 長 黛 裕治  幹 事 櫻内 康裕 

 



    

      
延伸の一番の問題は、運輸政策審議会が 15 年 

に一度あり、平成 12 年度の答申では「検討すべ 
き路線－Ｂ路線」でしたが、来年の平成 27 年度 
の審議会に向け「開業することが適当である路線、 
整備・着手することが適当である路線－Ａ路線」 
へのランクアップのために、署名活動もしました 
ので良い結果を期待しています。 

     まちづくりには、地元の意見が重みを持ちます。 
今後 10 年先、15 年先の話ですが、子供や孫たち 
が、良くやってくれたと思うような計画を進めて 
いきたいと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 また今年 9 月 1 日（月）には、「九都県市合同 
防災訓練」（埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県・ 
横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市） 
があり、今回、相模原市は幹事都県市として相模 
原総合補給廠の返還予定地にて実施されます。 
 相模原市は防災拠点として、地盤も固く、風水 
害の心配もほとんど無いということで評価されて 
います。相模原市はこのように注目されています 
し、将来的にも首都圏の核となる所です。皆様も、 
ぜひ長生きして楽しみにして下さい。 

（概要にて掲載） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

      

     

 

         広域交流拠点都市推進戦略 

      広域交流拠点のポテンシャルを生かし、首都 

     圏南西部の広域的な視点から、市の都市力向上 

     を目指す方策 

 

 

 

       

        橋本江駅周辺地区 整備計画 

     〇土地利用整備計画 

     〇駅前空間整備計画 

      （都市空間デザインコンセプトを含む） 

     〇交通ネットワーク整備計画 

     〇歩行者空間整備計画 

     〇市街地整備計画（基本計画） 

     〇整備スケジュール 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

    「Ｅクラブについて」 

Ｅクラブとは、ロータリーの新しいモデルクラ 

ブで、直接決まった場所と時間に顔を合わせるよ 

りも、主にインターネット上で例会を開く、（RI 

細則第１条）ロータリークラブのことを言います。 

 通常のロータリークラブと同様に、毎週例会を 

開き、奉仕プロジェクトを実施し、募金活動や会 

員同士の親睦を楽しみ、RI の加盟会員として全て 

の権利、特権、義務を有します。     ↗ 

 

 

 

 

 

広域交流拠点基本計画 

  橋本・相模原両駅を核とした一体的拠点 

 の将来像と体系的な整備方針 

 

 

 

 

 

相模原駅周辺地区 整備計画 

 〇土地利用整備計画 

 〇駅前空間整備計画 

  （都市空間デザインコンセプトを含む） 

 〇交通ネットワーク整備計画 

 〇歩行者空間整備計画 

 〇市街地整備計画（基本計画） 

 〇整備スケジュール 

 

 

 しかし大きな違いが１つあり、それは会員がそ 

れぞれ都合の良い曜日や時間にインターネットで 

例会に参加することです。 

 例会運営は、クラブの Web 

サイトに会員参加型活動を載 

せ、定期の会合を開く。会員 

は１週間以内に掲載された参加型の活動に参加す 

れば、Ｅクラブの例会に出席したものと見なされ 

る。（最低 30分以上の記事閲覧が必要） 

 会員は会費を払い、社会奉仕プロジェクトを実 

施し、クラブ Webサイトを例会場として利用する 

以外は他のロータリークラブと同じように活動展 

開する。 

 基本例会時間についても、決まった曜日と時間 

という時間枠を設けるのではなく、1 週間に 1 度、 

運営側はクラブの定めた時間に、卓話に該当する 

記事をホームページ上に掲載する。また通常例会 

のように、「会長報告」｢幹事報告｣「委員会報告」 

といった会員コミュニケーションを図る。 

（裏ページへ） 

広域交流拠点の将来像 

両駅周辺を核とする一体的な整備エリア、整備 

事業、土地利用方針、交通ネットワークの検討 



                           

 
 その他、会員の親睦を深めるため、不定期では 

ありますが、会員が集える総会的なもの、各種の 

親睦会も開催予定です。 

 メークアップ方法は所定の手続きで、ホームペ 

ージ上で、いつでも例会メイクアップが可能とな 

ります。メークアップ料は、1回 1人当り 500～ 

1,000円程度で、こちらもホームページ上でのク 

レジットカード利用によるオンライン決済となり、 

メールアドレス宛に、メイクアップ証明書が送信 

され、印刷して所属クラブに提出すれば、メーク 

アップ完了となります。  （一部要約にて掲載） 

  

 

 

●中村 昌治君（相模原グリーンＲＣ） 

 本日はメイクでお世話になります。宜しくお願 

い申し上げます。 

●黛会長、櫻内幹事 

①入会記念日の豊岡会員、田後会員、伊倉会員、 

 おめでとうございます。 

②卓話の中里会員、楽しみにしております。 

    ●豊岡 淳会員 

     入会記念日を祝って頂き、有難うございます。 

     まだまだ 6 年です。これからもよろしくお願い 

     します。 

    ●田後 隆二会員 

入会記念日祝をいただき、ありがとうございま 

す。いまだ、後輩ゼロなのが、さびしいです。 

●伊倉 正光会員 

①本日は入会記念日祝をして頂き、ありがとうご 

ざいます。 

②中里会員の卓話、楽しみにしています。 

●中里 和男会員 

     卓話の時間をいただき、ありがとうございます。 

●永保 固紀会員 

     暑中お見舞申し上げます。 

●菊地 啓之会員 

①中里会員、卓話宜しくお願いします。 

②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 

 

 

 

●最住 悦子会員 

①7 月の入会記念日祝の皆様、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。 

●甲斐 美利会員、江成 利夫会員 

①入会記念日祝の豊岡会員、伊倉会員、田後会員 

 おめでとうございます。 

②本日卓話の中里会員、よろしくお願いします。 

●小野 孝会員 

①暑中お見舞申し上げます。 

②入会記念日祝の豊岡さん、田後さん、伊倉さん、 

 おめでとうございます。 

③中里さん、卓話楽しみにしています。    

●神田 達治会員 

①すがすがしい盛夏！ でしょうか？ 今週 2 日 

 は奉仕事業ですね。 

②お祝の豊岡さん、伊倉さん、田後さん、おめで 

 とうございます。 

●丸子 勝基会員 

①入会記念日祝の豊岡さん、田後さん、伊倉さん、 

 おめでとうございます。 

②中里会員の卓話、楽しみです。 

●瀬戸 裕昭会員 

①本日卓話の中里さん、ご苦労様です。今日は早 

 退しません。最後まで拝聴致します。 

②入会記念日祝の伊倉さん、豊岡さん、田後さん、 

 おめでとうございます。 

③連日、暑い日が続きます。くれぐれも皆様、腰 

 痛には気をつけて下さい！ 

●佐々木 敏尚 

①本日、入会記念日の皆様おめでとうございます。 

②中里会員の卓話、とても楽しみです。よろしく 

 お願い致します。 

●阿部 毅会員 

①商店街活性化の難しい折、日頃の活動ご苦労様 

 です。本日の卓話、中里会員のお話楽しみです。 

②本日、入会記念日祝の皆様、おめでとうござい 

 ます。 

今年度のスマイル累計額 １０４、０００円 

 



 
       

 

〇会員増強委員長         老沼 秀夫 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 先日、増強グループ分けをし、各リーダーの方 

には資料をお渡ししましたが、最新版の“ロータ 

リーへのお誘い”の冊子が届きましたので、リー 

ダーの方は2部づつ持ち帰って、候補者に渡して 

下さい。また先週、若い会員の集まりに出席しま 

したが、なかなか熱心で、いろいろな意見も出て 

いました。諸先輩ロータリアンも、ぜひご協力を 

お願い致します。      （概要にて掲載） 

〇奉仕プロジェクトセミナー報告 

 社会奉仕・新世代奉仕委員長  田後 隆二 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7月 26日（土）14:00～17:10、アイクロス湘南 

で開催されました。内容は次の通り。 

〇第１部：社会奉仕部門 

地区社会奉仕委員会 佐々木委員長の主旨説明。 

行政の活動とロータリークラブの社会奉仕は、重 

なる部分が大きい。行政経験とロータリークラブ 

への理解を併せ持つ講師を依頼した。伝統のある 

クラブでは、奉仕活動が固定化している傾向にあ 

るが、今後の奉仕活動の参考にして欲しい。 

〇前松田町長 島村俊介氏（足柄 RC 会員）－「行 

政が望むロータリークラブの奉仕活動」 

 

 

 

行政は、必ずしもロータリークラブの活動を理 

解しているわけではない。首長にロータリークラ 

ブの社会奉仕活動を理解してもらうため、懇談会 

を設けたり、活動の場に招いたりしたらどうか。 

児童虐待やいじめ防止といった人道的活動を地 

区で推進してはどうか。認定 NPO法人神奈川子ど 

も未来ファンドを活用すると良い。 

〇元相模原市議会議員 角尾彰央氏（相模原大野 

RC 会員）－「市民がロータリークラブに望むもの」 

市民がロータリークラブに望むものはない。ボ 

ランティア経験のある神奈川県民は 87％にのぼり、 

ロータリークラブより更に奥深い「汗をかく」活 

動を行っている。そのような市民団体と共に汗を 

かくべきではないか。 

〇第２部：国際奉仕部門 

国際奉仕委員会 成田委員長から主旨説明。 

認定 NPO法人難民支援協会（JAR）広報部リー 

ダー 田中志穂氏「今まで生きてこられたことに 

感謝～日本に逃れてきた難民の話～」 

全世界の難民数は 5210万人。難民を出してい 

る国はアジアに多い。受け入れている国は米・加、 

北欧に多い。わが国では H25年、難民認定申請者 

は 3,260人にのぼるが、認定されたのはわずか 6 

人のみ。難民であることを自ら立証する必要があ 

り難しい。facebookでいいね！を押したり、本棚 

に眠っている本を寄付したりするところから支援 

をお願いしたい。 

 

＜理事会報告＞ 

①光明学園IACより、前年度収支決算報告書の提出。 

 顧問より、前年度残金（48,674円）があるため、 

 今年度の活動支援金8万円を辞退。 

②8/26→23日移動例会「千曲川RCとの合同例会・ 

 相模原納涼花火大会」の件。 

 千曲川RCより会員・家族で、14名参加予定 

 16時 相模原駅前出発→相模原調理師学校→ 

    割烹「三代」（渋滞を避け、回り道にて） 

 経費：マイクロバス約 54,000円（親睦会費） 

    懇親会費 1人 7,560円（フリードリンク） 

 会員会費：1人 5,000円とする。 

③ガバナー公式訪問 2週間前、及びガバナー公式 

 訪問時のスケジュールを確認。 

 



       
 
    報告事項 
    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①麻薬撲滅キャンペーン啓発資材手配について 

     今年度も啓発資材が届いておりますが、数が非 

常に少なくなっております。キャンペーンにご 

協力頂けるクラブは資材の希望数をお知らせ 

下さい。また地域の行政機関に協力を依頼し、 

できれば啓発資材を調達して頂けるよう、お願 

い致します。 申込期日：8月 11日 

②2015～16年度財団補助金管理セミナーのご案内 

     次年度の補助金申請は、12月 1日～15日とな 

り、補助金を希望するクラブを対象にセミナー 

を実施します。申請予定のクラブより、会長エ 

レクト、次年度ロータリー財団委員長、次年度 

奉仕プロジェクト委員長、補助金会計責任者の 

内、2名以上の出席をお願い致します。 

日時：8月 23日（土）13:00～17:00  

場所：第一相澤ビル  締切：8月 11日 

 

※移動例会「千曲川 RCとの合同例会・相模原納 

涼花火大会」出欠表を、次週 8月 5日例会まで 

にご記入をお願い致します。（当日は大渋滞し 

ますので、マイクロバスにて一括移動） 

日時：8月 23日（土）16時集合 

JR相模原駅（三菱 UFJ銀行の周辺） 

※マイクロバスに出発 

       →「相模原調理師専門学校」→割烹「三代」 

  
例会プログラム 

８月 ５日クラブ協議会「ガバナー公式訪問 

２週間前にあたり」 

担当：佐藤Ｇ補佐、会長 

      １２日例会取止め（定款第 6 条 1 節により） 

      １９日ガバナー公式訪問 

12:30～13:30 例会・ガバナー卓話 

13:30～14:30 ガバナーとの懇談会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ 

・ 

・豊岡  淳会員 2008 年 7 月 1 日 

・田後 隆二会員 2011 年 7 月 5 日 

・伊倉 正光会員 2012 年 7 月 3 日 

＜ショートスピーチ       豊岡 淳＞ 

 お祝を有難うございます。入会 6年目ですの 

で、小学 6年生というところです。最近は例会 

出席も楽しみになってきました! 入会記念日の 

スピーチでは毎年同じようなことを言っていま 

すが、私は次回は来年 6月の誕生日まで、お祝 

がありませんので・・。     （概要にて） 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「けやきの間」 

司  会   甲斐 美利ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 神田 達治会員 

 ビジター  中村 昌治君（相模原グリーン）        

出席報告 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２４名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(7/15） 

１名 ９６．３０％ １００％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   荻原 利彦 

●例会場 相模原市民会館「けやきの間」             副委員長    伊倉 正光 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員 佐々木裕、神田達治、松尾秋夫、田所毅 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000            金沢邦光、阿部毅、横溝志華、早川正彦 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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