
2017 － 18 年度　　国際ロータリーのテーマ
『ロータリー：変化をもたらす』
RI 会長　　イアン H.S ライズリー

川崎北ロータリークラブ会長の方針
『クラブの原点は委員会活動！』

会長　大塚　正一

会　長　大塚　正一 幹　事　　帯谷　昌充 会報委員長　　色摩　和恵
事務所：〒211-0063　川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104　℡ 044-722-8037　メール：knrc@nifty.com
URL：http://kawasaki-north-rc.blue.coocan.jp/ 例会：毎週水曜日　12：30 二子玉川エクセルホテル東急

No.2804

第2804例会	 平成 30 年 5 月 16 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 平野 和枝 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

出席報告 宮崎 秀樹 出席委員長
会員数 57 名 出席 36 名 欠席 21 名

（対象外 4 名） 出席率 67.92%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 2 名

（対象外 6 名） 訂正出席率 80.77%
欠席者

朝山君 花田君 波木井君 石坂君 石原君 
小林（政）君 貝田君 上山君 三浦君 溝渕君 
茂木君 三平君 柾木君 野口（隆）君 重田君 
佐久間君 関君　 相良君 色摩君 谷口君 
渡邊君

奨学金の贈呈 リーデル・ティモ・マリオ 君
大塚会長より、リーデル・ティモ・マリオ 君に米山記
念奨学金の贈呈が行われました。

お客様紹介 妻鹿 琢生 親睦委員
東京急行電鉄（株）都市創造本部開発事業部長
　高秀 憲明 様
イッツ・コミュニケーションズ（株）中原・港北支局長
　百瀬 秀哲 様

横浜南 RC 会長　岸 厚子 様
帯谷幹事ゲスト　井上 仁 様
米山奨学生（川崎北 RC）
　リーデル・ティモ・マリオ 君
米山奨学生挨拶 リーデル・ティモ・マリオ 君

慶應義塾大学の博士課程 2 年生
で飛行機について研究しています。
皆様、ご興味がありましたら、是非、
声をかけてください。これから、2
年間お世話になります。研究をが
んばりますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

会長報告 大塚 正一 会長
1. 第 68 回中原区「社会を明るくする運動」推進委員

への就任依頼と推進委員会開催のご案内
　日時：平成 30 年 6 月 7 日（木）10：00 ～
　会場：中原区役所 5 階 502 会議室

2. ロータリー米山記念奨学会より、カウンセラーの委
嘱状が届きましたのでお渡しします。
宮崎秀樹会員、よろしくお願いします。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
他クラブ例会臨時変更

●横浜本牧 RC
　5 月 17 日（木）夜間例会
　KKR ポートヒル横浜　点鐘 18：30
●新川崎 RC
　6 月 5 日（火）～ 6 日（水）
　一泊移動例会　熱海「三平荘」
 6 月 27 日（水）休会
●川崎マリーン RC
　6 月 14 日（木）～ 15 日（金）
　一泊移動例会　エクシブ初島クラブ

委員会報告
ゴルフ同好会　横山 芳春 様
第 4 回大塚会長杯ゴルフコンペのお知らせ
日時：6 月 19 日（火）
場所：千葉県キングフィールズゴルフクラブ



卓話
「東急のまちづくりとケーブルテレビ」

東京急行電鉄（株）都市創造本部開発事業部長　高秀 憲明 様
東急というと電車の会社だと思われがち
ですが、私達は電車会社というよりは、
街づくりをしている会社という意識のほ
うが強く、東急グループ全体で街づくり
をしています。日本の資本主義の生みの
親といわれる渋沢栄一が、E・ハワード
の「田園都市論」に影響を受け、1918

年に田園都市株式会社を設立したのがはじまりです。東急の
実質的な創業者といわれるのが五島慶太です。五島はもとも
と役人でしたが、目黒蒲田電鉄の専務としてスカウトされ、
1942 年に東京急行電鉄を発足しました。

田園都市株式会社は、1922 年に郊外住宅の分譲を開始し、洗
足、大岡山、田園調布に庭付き一戸建てを造っていきました。
その一部で、同年、子会社として目黒蒲田電鉄を設立しました。
1953 年には、東京への人口集中と経済発展を予測し、労働者
世帯が住む郊外住宅地の開発を提唱、「城西南地区開発趣意書」
を発表しました。多摩田園都市のエリアを、中央林間、青葉台、
たまプラーザ、鷺沼と 4 ブロックに分割して、区画整理によ
り開発し、民間主体では国内最大規模といわれた面積約 5,000
万㎡のエリアに、現在では約 62 万人が住んでいます。多摩田
園都市開発の特徴は、区画整理方式で段階的に開発を進めて
きたこと、また鉄道建設と一体的な街づくりであることです。
約 50 年前、1966 年に田園都市線が開通しました。

マンションや戸建ての分譲住宅を中心にやってきましたが、
最近では沿線エリアで賃貸住宅も手がけています。また、介
護付有料老人ホーム、デイサービスなどのシニア事業、学童
保育や子育てシェアハウスなど子育て支援にも力をいれてい
ます。駅前無料相談窓口を設けて、入居時、住みかえ時のサ
ポートといったライフスタイルの変化に合わせた住みかえを
様々なサービスで支援しています。鉄道に関連した開発では、
東横線が地下に入った後の線路上部の有効活用も行ってきま
した。ログロード代官山や中目黒高架下の商業施設が例とし
て挙げられます。大規模開発という面では、鉄道と一体的な
都市開発を目指したたまプラーザのテラス、武蔵小杉東急ス
クエア・エクラスタワーなど、商業と住宅を合わせた開発を
行っています。また、例会場としてご利用いただいている二
子玉川には、開発総面積約 11.2 ヘクタール（民間再開発都内
最大規模）のオフィス・商業・住宅の複合用途を目的とした
二子玉川ライズといった再開発を 30 年以上にわたり地元とと
もに取り組んできました。100 年に一度の大規模再開発とい
われているのが渋谷の再開発です。渋谷駅南街区には、新し
くビルが建設され、来年度から Google 本社が入る予定になっ
ています。最終的には 2027 年までかかるエリアもありますが、
大体は 2020 年の東京オリンピックまでに完成する予定です。

街づくりのノウハウの海外展開もしています。ベトナムでは
ホーチミンから約 30 キロほど内陸に入ったところでビンズン
新都市の開発を手がけています。また、オーストラリアでは、
パースから北へ約 50 キロほどいったところのヤンチャップ地

区の開発を手がけています。人口 15 万人、雇用 5 万人を目
指した開発です。このように東急では、東横線沿いの開発を
継続するとともに、海外での都市開発にも今後、力を入れて
いきたいと思っています。

イッツ・コミュニケーションズ（株）中原・港北支局長　百瀬 秀哲 様
街づくり活性化の一貫としてケーブル
テレビにも力を入れています。「なか
はらスマイル」という番組では、地域
の魅力を積極的に発信しています。コ
ンセプトとしては、まずメディアに取
り上げられることにより、区民の皆様
に「主役」であることを感じてもらい

たい、また、メディアで地域の情報を得て皆様に「楽しい街」
に住んでいると実感してもらうなど区民の皆様の地元に対す
る愛着心をもっていただきたいということです。また、自治
体緊急情報、L アラート、河川のはん濫情報などの緊急情報
を自宅のテレビにお知らせするサービスや、平常時には生活
情報も数多く配信しています。今後ともどうぞよろしくお願
いします。

ニコニコリポート 松下 幸夫 副会場監督
横浜南 RC 会長　岸 厚子 様 

戸川さん、洪さん、先日は、タバコの吸殻拾い例会にご
出席いただき、ありがとうございました。

大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事
東京急行電鉄（株）都市創造本部開発事業部長 高秀 憲
明 様、イッツ・コミュニケーションズ（株）中原・港
北支局長 百瀬 秀哲 様、ようこそお越しくださいました。
本日の卓話、よろしくお願いいたします。

武田 信平 君
先週 12 日は、J リーグ第 14 節フロンターレ対柏レイ
ソルの試合が行われました。結果は 2 対 1 での逆転勝
利。順位は暫定ですが 4 位につけています。次週 20 日は、
ワールドカップ中断前の最終試合となります。なんとし
ても勝ってもらいたいですね。

宮崎 秀樹 君
米山奨学生 ティモ君のカウンセラーになりました。北
クラブが彼にとって思い出深いクラブライフになるよう
に皆様よろしくお願いします。

米山 元章 君
米山奨学生 ティモ君、2 年間、よろしくお願いします。
ロータリーライフを楽しんでください。

戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、大部 哲也君、洪 征治 君、
松波 登 君、柳澤 信夫 君、横山 芳春 君、松下 幸夫 君、
クルーズ 由美子 君、齊木 貴 君、小林 美和 君、妻鹿 琢生 君、
平野 和枝 君、

東京急行電鉄（株）都市創造本部開発事業部長 高秀 憲
明 様、イッツ・コミュニケーションズ（株）中原・港
北支局長 百瀬 秀哲 様、卓話、楽しみにしています。よ
ろしくお願いします。横浜南 RC 岸会長、ようこそ。ゆっ
くりしていってください。


