
第１４０８回例会 ３月２４日（金）麻生川清掃・お花見例会   横 濱 楼 

第１４０９回例会 ４月 ７日（金）理事役員会・ＰＥＴＳ報告  ホテルモリノ 

第１４１０回例会 ４月１４日（金）招聘卓話：こども食堂    ホテルモリノ 

 

 

 

【開会点鐘】                               宇津木 茂夫 会長  

【S. A. A】                                   蓬田 忠 委員 

【 例 会 場 】                                  ホテルモリノ 

【 ソ ン グ 】     ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【黙  祷】                 宇津木 茂夫 会長 

【訃報】第 2590 地区パストガバナー（2017-18 年度）湯川孝

則氏(横浜西ＲＣ）が３月４日にご逝去されました。（享年８４歳） 

【ゲスト・ビジター紹介】         宇津木 茂夫 会長 

◆大須賀 洋 様 パストガバナー(1998～1999) 横浜 RC 

◆大野 清一 様 パストガバナー(2014～2015)横浜東 RC 

◆福田 豊治 様  横浜市営地下鉄 3号線 

延伸早期完成期成同盟会 事務局 

◆北條 秀衛 様  同上 

◆中田 美紗子 様  

【会長報告】     宇津木茂夫 会長 

１．ガバナー事務所より、 

〇パストガバナー湯川孝則氏のご逝去 

に伴い、・通夜：３/１０（金）18:00～ 

19:00 告別式：３/１１(土)12:00～13:00  

・式場：妙蓮寺斎場  横浜市港北区菊名 2-1-5（東急東

横線 妙蓮寺駅前） ・喪主：湯川 惣一郎様  ご長男 

・お問い合わせ：葬儀の板橋 専業統括センター 

〇2023年（令和 5年）学年度、米山奨学 

生業務委託・覚書締結の依頼が届く。 

※本日(3/10) 宇津木会長と青戸 

会長エレクト署名捺印の上、ガバ 

ナー事務所へ提出予定 

【幹事報告】なし 中山 隆弘 副幹事 

★お願い  トルコ南

部大地震募金は今

日が最終となります。

ご協力をお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【会長幹事会報告】                 宇津木茂夫 会長 

３月８日㈬に会長幹事会があり、卓上にパンフ「このちゃん

に心臓移植を」を置きましたが、これは川崎高津 RC の森山

会長からの話で、川﨑とどろき RC のご紹介で「このちゃん

を救う会」への寄付をお願いしたいとのことでした。 

【出席委員会】             大野 勉 委員長 

例会 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1407回 28 17 11  60.7％ 

1406回 28 21 7 2 82.1％ 

1405回 28 18 10 1 67.9％ 

【各委員会寄付】             

委員会 第 1407回(件数) 合 計 

ニコニコ委員会 15件 ￥17,000 

ロータリー財団委員会 3件 ￥19,600 

米山記念奨学委員会 3件 ￥25,000 

【ニコニコ委員会 メッセージ】  鈴木豊成 社会奉仕委員長 

〈お客様〉 ◇大須賀 洋 様  横浜 RC 【本日はお世話にな

ります】 ◇大野 清一 様  横浜東 RC 【2024-25年度に麻

生ＲＣよりガバナーノミニーが誕生しますので皆さんよろしく】 

〈会 員〉 ◇宇津木茂夫会長 【福田様 北條様 卓話宜しく

お願いします。大須賀様 大野様 ようこそ】  

 

 

 

 

 

第 1407 回 例会記録 2023 年 3 月 10 日（金） S.A.A.委員長 碓井 美枝子 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］琴 平 会 館 ほか 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

〈お客様〉 大野パストガバナー、 大須賀パストガバナー、 中田様



◇鈴木憲治会員 【花粉がひどくなりました】 

◇青戸慶太会員 ◇梅澤馨会員 ◇圓城寺広明会員  

◇大野勉会員 ◇親松明会員 ◇梶俊夫会員  

◇川﨑航会員 ◇鈴木昭弘会員 ◇鈴木豊成会員  

◇山下俊也会員 ◇蓬田忠 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会 メッセージ】 圓城寺 広明 委員長 

◇圓城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇鈴木憲治会員 

        ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会 メッセージ】      親松明委員長 

◇圓城寺広明会員 ◇親松明会員 ◇鈴木憲治会員 

        ご協力有難うございました。 

【清掃活動について】      鈴木 豊成 社会奉仕委員長 

３月２４日は麻生川沿道の清掃活動です。１５時３０分に柿生

駅近くのパーシモンの前に集合、そこからモリノまで、約１時間

位の清掃です。宜しくお願い致します。 

【会長幹事ご苦労様会について】  青戸 慶太 次年度会長 

本日の臨時役員会にて決定しましたので発表します。 

◎2023年 6月 9日（金）  

◎六本木ヒルズクラブ（モリタワー６F）にてランチ 

◎会費 15,000円 ◎移動：レンタカー利用（麻生リース） 

◎詳細は決まり次第報告 

【招聘卓話】 横浜市営地下鉄３号線について  

延伸早期完成期成同盟会 事務局 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

川崎市の総合都市計画のなかで、地下鉄３号線（ブルー

ライン）の延伸着工が遅いということで、教育機関として危機

意識をもって署名活動を始めたことが、母体となっておりま

す。学校や教育機関においても横浜からのアクセスなど、

学生にとっても利便性が良くなる、また街の発展に貢献する

など、地域の教育機関が中心となって活動をしております。 

その期成同盟会のこれまでの活動を、簡単に説明します。 

地下鉄延伸が今後どうなるのか、また街づくりの今後につい

てお話いたします。 

[期成同盟会の活動・経緯] 

２０１８年（平成３０年）に署名活動を行い、これがスタート

になっております。その請願を持って川崎市議会へ提出、

その上で、川﨑市議会請願第 41 号として採択を頂きました。 

同年 12 月に期成同盟会をつくるための発起人会議を開

催し、2019 年 1月 30 日に設立総会を立ち上げました。とこ

ろがそれに先立ち、1月 23日に川崎市が、横浜市と共に事

業化すると発表されました。それ以降は早期完成の応援団

として活動しております。 

2019 年に、「メトロの風ニュース」

として機関誌を発行し、今日まで

継続して発行しております。この年

度には役員会を開催しております。  

2021 年に、地下鉄のルートにつ

いて 3ルートが設定され、川崎市と

しては東のルートを推奨し説明会

が行われましたが、結果的に王禅 

寺を通るルートが選

定され、横浜市と合

意したことが発表さ

れました。その年の１

月３０日に第２回の

総会を行い、講演会

を初めて開催いたし 

ました。テーマは「横浜３号線が川崎市にもたらす価値」と

いうことで、都市交通についての基礎的な勉強をいたしまし

た。以後毎年総会時に講演会を行っております。 

ところが 2020 年２月以降、コロナ禍により教育機関を含

めてすべて閉鎖となったのは、記憶に新しいことです。 

これ以降、川崎市の動きをウォッチしておりましたが、活動

は停滞し、もどかしい期間がしばらく続くことになりました。そ

の間も「メトロの風ニュース」は発行を続け、また第３回の総

会を 2021年４月に開催いたしました。 

〈中 略〉 

昨年暮れ 11月 22日に川崎市交通政策室の担当課長を

招き、地下鉄延伸に関する状況報告会を行いました。国の

方へ計画申請をしているという状況とのこと、なかなか難し

いが、確実に計画は進めているとの説明でした。 

ただ申請に対する許可がおりれば、３～４年で着工して、 

８年位で事業開始の予定になると思います。  

〈以下省略〉 
 

卓話を有難うございました。 

 

 

 

   

【四つのテスト】       川崎 航 会員 

【 閉 会 点 鐘 】    宇津木 茂夫 会長 

【会報委員会】    大野 勉 副委員長 

写真：大野 勉 副委員長  

 

 
神奈川新聞より流用 

福田 豊治 様：日本映画大学理事・川崎市文化財団理事 

          NPO法人しんゆり 芸術のまちづくり専務理事 

北條 秀衛 様：川崎市文化財団顧問・日本映画大学理事 

昭和音楽大学アドバイザー・アルテリッカしんゆり特別参与 

 


