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第 2070 回例会

千曲川ロータリークラブ
国際ロータリー第 2600 地区

4 月 20 日 №29
会 長 佐々木 敏尚

●提唱インターアクトクラブ
光明学園相模原高等学校

幹 事 小崎 直利

（一部概要にて掲載）

中里
本日のテーマですが、これまで例会では過去
2 回、同じテーマで卓話をしていますので、今
回はパート３とさせて頂きました。14～15 年前
からこうした活動に携わってきていますが、い
ろいろな問題もあって、あまり進んでいないの
で、主に４つのタイトルについて、現状をお話
しさせて頂きます。

１．リニア新幹線の現状
〇リニア新駅の整備
・移設後の概ねの位置（右図参照）
重点地区の街区形状や、在来線間の乗換利便
性を考慮し、重点地区の北側に移設すること
を予定。

和男

・移設による効果
鉄道事業の効果－リニア中央新幹線と京王相
模原線、京王相模原線と JR 横浜線・相模線の
乗換利便性が向上。
まちづくりの効果－乗換利便性の向上により、

２．小田急多摩線延伸促進協議会の活動状況
〇関係機関への要望・陳情活動
令和元年 10 月 3 日に、小田急電鉄と町田市に。
〃

10 月 28 日に、神奈川県に。

令和２年 2 月 3 日に、相模原市に。

駅利用者が増加し、さらなる賑わいが創出され、
まちのポテンシャルが向上。
・協議の主な内容

３．相模原補給廠 返還部分の跡地利用状況
・南北道路（返還地と米軍基地との境界）、東西

駅舎移設に伴う施設整備・費用の負担割合に係

道路（完全返還地と共同利用部分の境界）は、

る調整

既に利用中。

〇橋本駅周辺の整備について

・共同利用部分に設置したスポーツレクリエーシ
ョンパークは、令和 2 年 11 月に一部の利用を
開始。令和 6 年までに完全整備。
・完全返還の 15ｈａ部分の利用計画は目下、検
討中。
〇計画平面図

〇併用開始時期及び区域図

・重点地区における土地利用計画
①広域交流ゾーン－駅前広場をはじめとして、公
共交通の乗換えのための空間利用が想定される
ことから、駅北口など様々な方面からのアクセ
スに配慮した配置。
②複合都市機能ゾーン－主に、生活者や通勤者な
どによる利用が想定されることから、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。

４．横浜線の連続立体化構想（検討中）
矢部駅から橋本駅間のうち、リニア中央新幹線
や京王相模原線との交差等への影響を配慮し、相

③ものづくり交流ゾーン－リニア中央新幹線の駅

模原駅を中心とした約 3.7 ㎞を検討の対象区間と

駅設置に伴い、広域的な来街者による利用が想

しており、高架化または地下化することで、交通

定されることから、リニア中央新幹線駅に近接

渋滞の解消や安全性の向上、鉄道により分断され

し、周辺の産業用地からも利用しやすいエリア

ている市街地の一体化を図ることができるなど、

への配置。

まちづくりに大きな効果を与える事業です。

（第 5 グループＡでは、ニューシティーRC が申
請しているとのこと）。当地区で 600 万円程余っ

【ハイブリッド例会】
コロナ感染者が増加し
南ＲＣからはオンライン

てしまう見込み。残ってしまうと、RI へ戻って
しまうので、ぜひ申請してほしい。

②ＩＭについて

例会に切り替えるとの連

第 6 グループ（大和 RC）は、関係者のみで集ま

絡が入っておりますが、

り、ビデオレターを作成とのこと。第 7 グループ

今のところ、当クラブは

（伊勢原平成 RC）は、5 月 9 日に開催予定で、関

このままハイブリッド例

係者のみ出席し、会員はオンラインで参加予定。

会を続ける予定です。

他の 7 つのグループは中止が確定。

【5 月 9 日（日）奉仕活動】
「人力車に乗ろう」プロジェクトの出欠を先週と
今週、回覧しており、多くの皆様に〇を付けて頂

③今年度の地区行事
PETS は 3 月 13 日に Zoom で、地区研修セミナー
も 3 月 20 日に Zoom で行なわれた。

き、有難うございます。先日の理事会で「移動例

地区研修・協議会は、4 月 18 日（日）に全体会

会」と決まりましたので、5 月 11 日の例会は無く

議が行われ、4 月 24 日からオンライン研修がスタ

なります。現在、17 名の方が参加予定です。

ート。来週の例会にて、次年度会長・幹事・各委

詳細は来週、金沢奉仕委員長から直接ご説明頂

員長から報告して頂く予定ですので、ご担当の皆

く予定ですが、午前・午後の両方に〇を付けて頂

様は、ぜひ来週までに受講をお願い致します。

いた皆様が多くおります。無理して一日空けて頂

④ロータリークラブの認知浸透度調査報告書

く方もいるかと思いますので、午前・午後のどち
らかに限定して頂いて大丈夫とのことです。

【2021.4.13 会長幹事会（Zoom）の報告】
先週 Zoom で行なわれ、田島ガバナー補佐、関

2021 年 1～2 月にかけ、2660 地区（大阪）にて
博報堂の協力を得て、ロータリークラブ認知浸透
度の調査が行なわれ、その報告説明がありました。
調査会社による調査のため、内容はとても詳細

口グループ幹事、第 5 グループ B の 6 クラブ会長

に記載されています。一部に辛辣な表現があり、

幹事が参加。当初は敦煌にて、夜に食事をしなが

耳が痛いところもありますが、世間一般の率直な

らの予定でしたが、コロナ感染者の増加を受けて、 意見が記載されていますので、紹介致します。
オンラインへ変更になったものです。

①次年度 2021－22 年度の地区補助金
4 月 13 日に地区補助金審査会があり、7 クラブ

・ロータリークラブ認知度は 59％に対し、ライオ
ンズクラブの認知度は 74％。15 ポイント以上、
ライオンズクラブの方が高い。

が地区補助金申請をしたところ、１クラブが不可、 ・認知度を性別と年齢別でみると、高齢者の方が
6 クラブが審査に合格しそうな状況。予算は 880

高く、若年層は低い。男性が高く、女性が低い。

万円で、補助金申請額は合計で 283 万円。1 クラ

・ロータリークラブのイメージとして、当てはま

ブが不可なので、補助金は 273 万円になり、600

るものをお選び下さいというアンケートでは、

万円程余る見込み。おそらく再募集になるので、

１

年齢層が高い

55.8%

我こそはと思うクラブは、ぜひ申請してほしい。

２

裕福な人が所属している

55.5%

尚、過去の寄付額が少額にもかかわらず、補助

３

企業の役員クラスの人が所属している

52.8%

金の申請だけはするクラブがあり、そのようなク

４

歴史がある

51.9%

ラブは申請を遠慮してほしいという話です。

５

社交クラブである

47.5%

６

良い活動をしている

35.4%

第 5 グループ B は寄付しているのに、遠慮して
いるようで、次年度は１つも申請されていない。

＜裏ページに続く＞

７

地域の奉仕活動に熱心である

35.1%

・各クラブが奉仕プロジェクトを考える際、並行

８

ポリシーを感じる

34.4%

して公共イメージ向上の観点から、そのプロジ

９

世界的・国際的な活動をしている

27.4%

ェクトがより多くの人に認知され、共感される

親しみがもてる

17.0%

ような設計を考えていくことが重要である。

１０

⑤2020－21 年度 追加募集・地区補助金
・ロータリークラブの活動内容として、あなたが
知っているものをお選び下さい。

5 クラブから申請がされ、4 クラブの申請が通り、
1 クラブの申請（クリアファイルの作成配布）は

１

会員同士の親睦・交流

45.3%

Ⅾ評価のため取り下げとなる。今回の追加募集で

２

地域の社会奉仕・ボランティア活動

35.9%

決定の地区補助金額は、4 クラブ合計で約 80 万円。

３

様々な募金活動

21.7%

今年度は 234 万円が残金となった。

↓

↓

９

ポリオ根絶活動

⑥危機管理発動事案の報告
2.6%

セクハラ・パワハラについて、厳重に注意して
ほしい。久保田ガバナーは、危機管理委員会の中

・今後の期待（自由回答）

で小委員会を設ける予定。

ポジティブ意見－募金活動など積極的に行な

⑦第 5 グループＢ・各クラブからの報告

い、恵まれない人たちを助け、平和で格差のな

〇南 RC（奥橋幹事）

い社会を目指して、活動される姿勢に感銘を受
けています。
ネガティブ意見－会員自身のステータス、自己

Zoom 例会を 2 月に 3 回、3 月に 4 回実施。3 月
30 日に鹿児島のクラブとの友好クラブを締結。
4 月からハイブリッド例会を実施。センチュリ

満足のような感じがして、期待することはない。 ー相模大野は 8 月で閉鎖予定で、次年度の例会場
理想は高いが、現実は資金の提供者どまりにな

を探し中。2 名が入会。幼児サッカー教室を SC さ

っている。

がみはらの協力を得てユーチューブ配信したが、

◎今後への示唆

再生回数があまり伸びなかったのが反省点。

・今回の調査結果から、ロータリークラブを認知

◎西 RC（青塚幹事）

している多くは高齢層であり、若年層の認知度
の低さが浮き彫りになった。
・この世代間の認知ギャップは、世代間ばらつき
だけの問題ではなく、今後の団体の活動継承に
も影響する課題と捉える。

例会はハイブリッドで実施。食事も出し、間隔
を空け、席ごとにアクリル板を設置。衛星クラブ
として「相模原西令和大野」が、2 月 24 日に RI
理事会で認可され、発足は 7 月 1 日の予定。
創立 40 周年記念事業として青空共和国への植

・若年層に焦点を当てた奉仕プロジェクト実施、

樹を行い、少人数（会員 5 名）で現地に行き、贈

若い参加者を巻き込むことが重要で、SNS 利用

呈式を実施。少年野球へ、名入りの横断幕が完成

を念頭に、若年層に向けコミュニケーション手

したので贈呈式を調整中。

法と興味を持つコンテンツ開発が必要となる。

クラブ定款と細則の矛盾点を検証したり、衛星

・社会が求める活動をしているにもかかわらず、

クラブ立ち上げのため細則検討委員会を設置。3

その活動はまだまだ認識されておらず、現状は

月と 4 月に委員会を開催し、フォーラムを実施。

年齢層が高い、ハイクラスな社交場としてのイ

◎東 RC（坪井会長）

メージにとどまっている。

月 2 回、通常例会を開催。窓を開け、アクリル

・より好ましいイメージを作るには、各クラブの

板を設置し、歌は歌わず音楽のみ。米山奨学生の

素晴らしいプロジェクトや魅力を、より広く伝

担当となり、相澤ビルに行ったが、結構な密の状

え、より多くの人を巻き込む工夫が必要である。 況で困惑した。↗

会費を今年度は 2 万円下げたが、次年度も 2 万

●河野 崇会員

円下げる予定。

①入会記念日祝を戴き、ありがとうございます。

◎柴胡ＲＣ（横山会長）

②日曜日に午前中のみ、少年野球の練習に久々に

4 月に通常例会を 2 回実施。松山選手のマスタ
ーズ優勝で、会長の時間で 10 分間ゴルフの話を
した。創立 15 周年記念事業は中止が決定。
一部の会員から休会の話があり、細則に休会規
定が無いので、クラブフォーラムを行い、会員の

参加して来ました。お陰様で、全身筋肉痛です。
普段使っていない箇所が良く判りました。
③中里会員、卓話楽しみにしています。
●中里 和男会員
本日、卓話をさせていただきます。

意見を聞き、年会費の減額という話しも出たが、

●小野 孝会員

今まで通りで良いのではないかという意見も強

①中里さん、卓話楽しみにしています。

く、次回理事会でも検討予定。

②入会記念日祝の皆さん、おめでとうございます。

◎かめりあＲＣ（小原会長）

●田後 隆二会員

会費は変わらず年間 15 万円。一括でも分割で

①４月入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。

も可能。1 人から退会申し出があり、6 月で退会

②中里さん、卓話よろしくお願いします。

の予定。別途、1 人入会でプラスマイナス 0 にな

③べネファクターの認証を頂きました。１，０００㌦です。

る予定。例会は 3 月まで、月 2 回オンライン。4

●伊倉 正光会員

月から月 1 回対面で、
月 1 回オンラインの予定で、

①中里会員の卓話、楽しみです。

4 月 21 日に半年振りの対面例会を予定。

②入会記念日祝の会員皆様、おめでとうございます。

4 月は「母子の健康」月間なので、栄養士がコ

●阿部 毅会員

ロナ対策の食事と、栄養管理について紹介。5、6

①中里会員、卓話の繰り上げをお受け頂き、ありがと

月は可能であれば、月 1 回オンライン。月 1 回ハ

うございます。“まちづくり”のお話、よろしくお願い

イブリッドで実施したい。奉仕活動ができていな

致します。

いので、補助金の申請ができないか検討したい。
（紙面上、一部要約にて掲載）

②本日、入会記念日祝の皆様おめでとうございます。
●冣住 悦子会員
①４月入会記念日の皆様、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。
本日のスマイル額 １７，０００円

●佐々木会長、小崎幹事
①皆さん、こんにちは！ 本日から「蔓延防止重点措
置」が神奈川県でも適用されました。なかなか落ち
着かないですね。
②本日お祝の皆様、おめでとうございます！
③卓話の中里会員、宜しくお願い致します。相模原
駅周辺の開発、気になります！
●横溝 志華会員
①入会したばかりだと思っていましたが、もう１０年に
なります。皆様、これからも宜しくお願い致します。
②中里会員、卓話楽しみです。
●甲斐 美利会員
①皆様こんにちは。久し振りの例会に出席しました。
②過日の入会記念日を祝って頂き、ありがとうござい
ました。

１．第２７８０地区ガバナー事務所より
①決議案投票について
昨年 12 月 2 日付で立法案（決議案）提出のご
案内をしましたが、茅ヶ崎 RC より、別紙提案
が提出されました。反対表明される場合は 4 月
23 日までにガバナー事務所に連絡下さい。反対
表明がない場合は、賛成するものとみなします。
決議案「出席報告に関する条文を改正するよう、
RI 理事会に要請する件」
②「職業奉仕月間」卓話 youtube URL のお知らせ
地区職業奉仕委員会では、派遣の代替えとして
動画配信で、卓話を実施させて頂くことになり

・横溝 志華会員 ２０１１年４月 ５日

ました。DVD は既に送付済みですが、地区ホ

・阪西 貴子会員 ２０１５年４月２１日

ームページに youtube チャンネルの登録が完了

・横江 利夫会員 ２０１７年４月１１日

しました。ご活用頂きますようお願い致します。 ・河野

崇会員 ２０１８年４月 ３日

２．ロータリー財団より、田後会員にべネファク
ターの認証状とピンが届きましたので、贈呈。
４月２７日「地区研修協議会の報告」

＜理事会報告（持回り）＞
①細則改正委員会より、改正案について

担当：次年度会長・幹事、各受講者
５月

細則第６条３節「会費」に関する改正案。

④日祝日休会
１１日→９日（日）移動例会・奉仕活動

５月１８日臨時総会に諮ることを承認。１０日前まで

「人力車に乗ろうプロジェクト」

に総会通知を送付。

９～１７時

②地区よりの「決議案」 賛成について

鹿沼公園にて

１８日卓話 甲斐 美利会員

賛成にて承認。

臨時総会・定例理事役員会

点

鐘 １２：３０

会

員

出席（出席対象 21 名）

事前メイク者

会

場 「敦煌」

２８名

２２名（内、Zoom４名）

０名

司

会 豊岡 淳ＳＡＡ

欠席者

本日の出席率

修正出席率(4//6)

斉

唱 ロータリーソング「我等の生業」

３名

８８．０％

９２．０％

ソングリーダー 伊倉 正光会員

●例会場 中国名菜「敦煌」
〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1
TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559
●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

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０
●編 集 親睦活動委員会
委員長：阿部
毅 副委員長：河野
委員：竹田
繁、黛
裕治、伊倉
阪西 貴子、大槻
実

FAX 042-758-1605

●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp

●http://sagamiharanaka-rc.jp/

崇
正光

