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ROTARYCLUB OF YOKOHAMA-KONAN-DISTRICT 2590R.I
国際ロータリー第２５９０地区・第５グループ

横浜港南ロータリークラブ
◎例会⽇／毎週⽔曜⽇ ◎例会場／京急百貨店 10F バンケットルーム「リバージュ」
◎事務所／〒233-0002 横浜市港南区上⼤岡⻄ 1-13-23 ﾀｳﾝｻｲﾄ 41-302 号
◎会⻑／佐々部 宣宏 ◎副会⻑／宮下 賢

◎司 会
淺井英明委員
◎ロータリーソング
「君が代」「横浜港南ロータリークラブの歌」
合唱委員会 坂巻照代委員長

月初なので国歌を流します。もう１曲は、第３代
会長近藤宗一様作詞作曲の、正に当クラブの歌
です。情報は横尾博之会員からいただきまし
た。
◎ソングリーダー
PC にて
◎ゲスト
なし
◎ビジター
なし
◎出席報告
坂巻照代委員
出席者数

25(2)名

18(1)名

（

出席率 前回
修正率
75％
―

前月
平均率
84.5％

）内は出席免除会員

◎会長報告
（今回は掲載なし）

TEL045（846）5111・FAX045（846）5129

◎幹事／松村 壮⼀郎 ◎会報委員⻑／上杉 順⼀

第 2246 号 横浜港南ロータリークラブ会報
2022 年 9 月 7 日（水） 第 2490 回例会報告

会員数

045（848）1111

佐々部宣宏会長

◎幹事報告
松村壮一郎幹事
１．９月５日（月）１８：３０〜９月度理事会がありま
した。会員卓話を撮影して YouTube 上で会員が
後日視聴可能にすることを確認しました。
２．９月６日（火）１５：００〜２５９０地区米山委員
長会議に大井会員が出席されました。
３．２０２２学年度米山奨学生夏季研修旅行は、
チョ ソヨンさんに高栁会長エレクトが同行され、
９月１１日（日）米山梅吉記念館見学等を目的に
実施されます。
４．９月１５日（木）１８：３０〜第２回第５グループ
会長幹事会が実施されます。会長幹事で出席し
ます。
５．クールビズ期間については５月～１０月末ま
でとなります。１１月２日（水）例会からご注意くだ
さい。
◎委員会報告
国際奉仕委員会
平山滋也委員長
通年、１０月に行うセブポートセンターロータリー
クラブ主催の口唇口蓋裂治療支援事業（ロータ
プラスト）の今年度の日程は、コロナの状況を見
ながら、開催可能なら２０２３年２月～３月に行う
予定。以上がセブポートセンターRＣの小池様よ
り連絡がありました。
米山記念奨学委員会
大井和子委員長
９月６日米山委員長会議がソシア２１でありまし
た。

親睦委員会

宮島史裕委員長

山野井会員の誕生祝いです。
１０月１２日（水）日帰り親睦旅行の件。
◎イニシエーションスピーチ

平山滋也会員

「横浜の圏央道・リニア新幹線、の進捗」
１部：横浜市道 街路計画～横浜湘南道路開通
に向けた整備状況
・黒～整備完了路線、 赤～事業中（土地交渉、
工事）、 白～計画決定止り。
・地図の説明
・上永谷駅前からの、上永谷～田谷線は、舞岡
公園までが事業決定。
それ以降、栄 JCT までは、現在事業化は未定。
・拡大図～日限山４丁目バス終点付近に、3.2．
15 路線の出口がある。
・赤路線は本郷台フジスーパー前から明治学院
大学への路線に接続される。
２部：圏央道【横浜湘南道路・高速横浜環状南
線】～工事の進捗、開通時期

・２本の高速道路は、神奈川県の東西のネットワ
ークの強化となる。
（東名の横浜町田 IC～海老名 JCT は渋滞損失
時間１位 ）（保土ヶ谷バイパス（一般道）は、交
通量全国１位）
・横浜湘南道路と高速横浜環状南線は、関東地
方一都六県をつなぐ、圏央道（首都圏中央連絡
自動車道）の最後の区間。
・調布市の落盤事故は、「東京外かく環状道路」、
内側「首都高中央環状線」。
横浜湘南道路～工事の進捗シールドマシン 2 基、
引地川手前の軟弱層、メタンガス、杭。
・拘束横浜環状南線～一昨年、シールドマシン１
期のカッターモーターが壊れ、修理に１年掛かっ
た。
・東京外かく環状道路の調布市住宅地の落盤事
故で、工期より安全を優先に住民らと協議、検
討。
結果、横浜湘南道路～2024 年の開通、横環南
が 2025 年の開通予定、を見直し、まだ発表はで
きない。2 年ほど遅延するのか？
３部：リニア新幹線～整備状況、開通時期
リニア中央新幹線の概要
平成 26 年 12 月着手・・・品川～名古屋間の整備
費約 5・5 兆円・・・2027 年開通予定（※大阪万博
2025 年）東京～大阪駅間の整備費約９兆円・・・
財政投融資が使え 8 年前倒し 2037 年開通予定。
（この年は北陸新幹線も敦賀まで同時に開通予
定）
品川～名古屋間：現行 90 分⇒40 分に。
東京～大阪間 ：現行 2 時間⇒６７分に。
・静岡県 川勝知事問題～昨年までは、静岡県
知事は権を施工すると大井川の水量に影響が
ある、として一切認めなかったが、先月より少し
歩み寄りの兆しが出てきた。（のぞみ号の乗客
がリニアに移ると、東海道新幹線のダイヤを替
え、静岡駅に停車する車両が増えることで、結
果的に県民にメリットが出てくる・・・という考え
方。）
・しかしトンネル内残土の１０万㎥を静岡県内に
置きたいが、熱海の土砂崩壊事故により、静岡
県の盛土規制の条例が７月に施行し、置けない

こととなった。特別扱いはしない。・・・歩調が合
わない。整備費増額。
・旅客運賃～東京大阪間で、のぞみ号の原稿運
賃の 1000 円アップ程度。15,050 円。
・長野県飯田〜品川間で、7,500 円程度。
・1 両に、1000 人乗車可能と聞いた。
・運転手は、コントロール室から、運転する。もし
かして運転手不在かも。
・現在の新幹線も全線で速度指定をされており、
殆んど自動運転で、ホームの停車位置を合わせ
る時のみ、手動らしい。

◎米山チャリティボックス
大井和子委員
佐々部会長 天野会員 上杉会員 大井会員
坂巻会員 宮下会員
6名
米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計

6,000 円

米山チャリティボックス累計

61,000 円

◎Ｒ財団
大井和子委員
佐々部会長 坂巻会員 高栁会員 宮下会員
4名
Ｒ財団本日合計
Ｒ財団累計

１部 ： 横浜市道 街路計画～横浜湘南道路開通に向けた整備状況

4,000 円
12,000 円

※天谷大橋～明治学院大学前は数年後。その先の栄 JCT までは事業化まだならず。 !!

２部 ： 圏央道 【横浜湘南道路 ・ 高速横浜環状南線】～工事の進捗、開通時期
※横浜湘南道路 2024 年、環状南線 2025 年度開通予定を、改めて開通年度を公表 !!

３部 ： リニア新幹線～整備状況、開通時期
※品川～名古屋間 2027 年開業予定、 名古屋～大阪間 2037 年開業予定 !!!
２０２２/09/０７
藍 総合設計（株） 平山
ご協力：国交省横浜国道事務所計画課 、 横浜市横浜環状道路調整課

◎ニコニコボックス
宮島史裕委員
平山会員
今日卓話です。宜しくお願いいたします。
佐々部会長 松村幹事 淺井会員 上杉会員
海野会員 大井会員 櫻井会員 高栁会員
福嶋会員 宮下会員 宮島史裕会員
平山会員の卓話、楽しみにしています。
山野井会員
平山会員の卓話を期待して。会員誕生祝いをあ
りがとうございました。
天野会員 坂巻会員
（コメントなし）
（同じ内容の方はまとめて掲載）
ニコニコボックス本日合計
ニコニコボックス累計

17,000 円
214,000 円

◎青森災害義援金
青森の災害義援金が１３，０００円集まりました。
寄付を頂いたのは、佐々部会長 松村幹事
淺井会員 阿曽会員 天野会員 上杉会員
海野会員 大井会員 國光会員 坂巻会員
櫻井会員 高栁会員 平山会員 宮下会員
計 14 名です。ありがとうございました。
◎次週の予定：９月１４日（水）卓話者：松村会員
◎会報

宮島史裕委員

