
 

第 2101 横浜港南ロータリークラブ週報 

2017．11．15．[水]  第 2329 回例会報告 

 

◎司 会              橋浦重己ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング         『奉仕の理想』 

◎ソングリーダー        横尾博之合唱委員 

◎ビジター ・第７ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 半澤 剛様 

         (横浜南央ロータリークラブ) 

        ・横浜南央ＲＣ会長 久留主一洋様 

・横浜南央ＲＣ幹事   縣 昌宏様 

・横浜南ＲＣ会長    岸 厚子様 

・横浜南ＲＣ幹事     槙 俊徳様 

・横浜南陵ＲＣ副会長 橋本祐二様 

・横浜港南台ＲＣ会長 小原弘年様 

・横浜港南台ＲＣ幹事 野口 浩様 

・横浜本牧ＲＣ      久本 弥様 

 （地区インターアクト委員長） 

・横浜南陵ＲＣ     堀口好美様 

 (地区インターアクト委員) 

◎出席報告            高森政雄出席委員 

会 員 数 

                 

出 席 者     

数         

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

36(7)名 31(6)名 88.6% 82.8%  89.4% 

（  ）内は出席免除会員数 

公式出席 

10/12 地区国際奉仕委員会  山野井正郎会員 

11/7  地区社会奉仕委員会  根 本 雄 一 会 員 

11/10 地区大会(第一日目) 

北 見 丈 治 会 長   大 越 雅 也 幹 事 

 

◎親睦委員会(今週のお祝) 大井和子親睦委員 

＊配偶者誕生日祝    海野光子様(１５日) 

 ニコニコボックス本日合計  ４９，０００円 

ニコニコボックス 累 計 ６４７，０００円 

 

◎米山チャリティボックス   

高栁良作米山記念奨学委員長 

 小後摩重正会員 坂巻照代会員 佐々部宣宏会員 

民谷佳子会員 橋浦重己会員 宮下賢会員 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   ８９，０００円   

 

◎会長報告            

①今日は会長幹事会がありますので多くの方にお越し

頂いております。有難うございます。 

②１１月１１日(土)の地区大会に出席頂きまして有難う

ございます。懇親会時に天野さんがチャリティゴルフ

大会で３位になり表彰されました。 



③今週末からセブポートセンターＲＣでウオータードリン

クプロジェクトが行われます。当クラブから櫻井さん、

横浜港南台ＲＣから青柳さん・田實さん・加納さんが

視察に行かれますので、櫻井さんからドネーションを

渡して頂きますようお願いします。 

   

◎幹事報告              

①先日の地区大会お疲れ様でした。 

②親睦旅行の会計報告を回覧しますので皆様ご確認

下さい。 

 

◎委員会報告  

  なし 

  

◎『横浜の高速道路計画』    平山滋也会員 

 

 

 

 

今日お話しすることは前回と似ていると思いますが、

横浜市内の北と南で高速道路を整備しています。その

現状と竣工の時期について、それぞれの路線の説明を

させて頂きます。 

 

横浜北線（きたせん） 

～２０１７年３月１８日に開通済み 

生麦ＪＣ（首都高横羽線）より、第３京浜の港北ＪＣまで

の８．２km 内５．９km がトンネル。 

生麦ＪＣ――馬場ＩＣ――新横浜ＩＣ――港北ＪＣ 

効果：①新横浜～羽田は旧６０分のところ２０分になっ

た。 

②耐震構造設計の為、地震災害時は緊急輸送

路となる。 

③慢性渋滞の緩和。 

横羽線を羽田に向かって走り、生麦を右に行くと大黒

ふ頭や湾岸道路ですが、そこを左に行けるようになりま

した。先日、生麦ＪＣから新横浜ＩＣまで車で走って来ま

したが、途中に馬場ＩＣ（鶴見区馬場町）があり、次が新

横浜ＩＣです。地下鉄の新横浜の駅の辺りに出てきます。

高速を降りると横浜アリーナや日産スタジアムが宇宙

船のように見えて近未来の景色に思えました。ＪＣはぐ

るぐる回っていますが慣れればとても便利な路線です。

最近の高速道路の６～７割は環境保護の為トンネルの

中を通っていくようになります。 

 

横浜北西線（ほくせいせん） 

～２０２０年のオリンピック開催時の前まで（２０２０年４

月頃） 

港北ＪＣ――東名高速横浜青葉ＪＣまでの７．１km 

内４．１km がトンネル。 

工事進捗率～シールド工事約２０％程度。 

途中の出入り口は無いようです。 

結果：東名高速から羽田空港や湾岸線で成田空港・ア

クアラインが早くなる。緑区や青葉区の方々が便

利になる。 

港北ニュータウンの方に住んでいる方は、大黒ふ頭を

通って、成田やディズニーランドなどのルートはとても

早くなります。 

 

横浜環状南線（ヨコカン南） 

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の一部 

釜利谷ＪＣから国道１号の戸塚ＩＣまでの８．４km 内  

５．６km がトンネル。 

釜利谷ＪＣ――公田ＩＣ――栄ＪＣ・ＩＣ――戸塚ＩＣ 

栄ＩＣ・ＪＣは田谷温泉の畑地。 

竣工時期：明言は避けるが、２０２０年まで開通とされて

います。一部に用地買収が終わっていない部分（１％

程度）がある。 

効果：三浦方面からの帰り道が渋滞している時は、  

公田ＩＣがおすすめ。 

中央道八王子ＪＣ――本牧ＪＣまで旧１１５分が 

５１分になる。(６４分短縮) 

横浜横須賀道路を港南台から向かって朝比奈で降りる

手前に動物公園や本牧の方へ向かう路線があります。

これは圏央道で八王子や川越を結ぶ路線になります。



今は部分的に出来ていて、釜利谷から本牧を通って、

アクアラインに抜けて千葉・成田を越えて西へ向かい、

常磐・東北・関越・中央道をクロスし海老名の方に戻っ

てきます。釜利谷ＪＣから栄ＩＣも圏央道の一部になりま

す。釜利谷ＪＣの辺りを走っていると万能鋼板が道路沿

いにありますが、その裏ではトンネルを掘っています。 

本郷台の富士スーパーから横浜栄共済病院に行く道

路を、そのまま環状４号線を突っ切り、山の方に向かっ

て左に行くと公田ＩＣに乗れます。 

次に戸塚方面へ向かうと栄ＪＣ・ＩＣです。田谷温泉付近

の広大な畑地に作られており、ここは三方向から道路

が集まるので、それぞれ上り下りを作りますので、あや

とりのように見えます。そして、戸塚ＩＣは吹上の信号辺

りと聞いています。 

 

横浜湘南道路（ヨコショウ） 

首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の一部。 

栄ＩＣ・ＪＣ――藤沢ＩＣまでの７．５km 内５．０km 程度が

トンネル。 

効果：御殿場や圏央道――茅ケ崎中央ＪＣ―― 

公田ＩＣ かなり早くなる。 

開通すると、新湘南バイパスにつながります。新湘南

バイパスを降りて途中に藤沢から合流する混むところ

がありますが、実はトンネルなので地下です。藤沢ＩＣで

地上に出ます。これも２０２０年までに作り上げるのです。

用地買収が一部終わっていませんので、正式な完成予

定が発表されませんが、国からは２０２０年までに作る

ようにということなので、圏央道はほぼ一周出来るよう

になります。完成するとおそらく海老名ＩＣから公田ＩＣま

で１５分位で走れるのではないかと思います。 

 

新東名 

・厚木南ＩＣ――伊勢原ＪＣ現東名――秦野ＩＣ―― 

山北ＩＣ――御殿場ＩＣ――御殿場ＪＣ 

用地買収率９９％着手率１００％ 

・現東名高速の厚木ＪＣと秦野中井ＩＣの間に伊勢原ＪＣ

（新東名交差）が出来る。 

・圏央厚木ＩＣ――ゆくゆく秦野中井ＩＣに厚木秦野道路 

が出来る。 

厚木南ＩＣが出来ます。圏央道の茅ケ崎中央から海老

名に向かい、その海老名の手前南側から名古屋に向

かって走ります。東名に伊勢原ＪＣが出来て、現在の東

名とクロスするので、旧東名にも乗れます。新東名は厚

木南ＩＣから伊勢原ＪＣを通り、秦野ＩＣ、山北ＩＣ、御殿場

ＩＣ（246 より北側）、現東名の御殿場ＪＣにつながるとい

うルートでした。 

圏央厚木ＩＣからゆくゆくは秦野中井ＩＣに厚木秦野道路

が出来ますので、これらが出来ると大井松田から厚木

にかけての上りの渋滞が、かなり解消されるのではな

いかと期待できます。 

以上、高速道路の説明です。皆様ご清聴有難うござい

ました。 

 

◎ ニコニコボックス      大井和子親睦委員 

第 7 グループガバナー補佐 半澤剛様 

先週の地区大会ご参加有難うございました。  

本日は例会メーキャップの後、会長幹事会です。

どうぞよろしくお願い致します。 

横浜南ロータリークラブ会長 岸厚子様 

遅れて申し訳ありません。本日はよろしくお願い致

します。 

横浜南ロータリークラブ幹事 槙俊徳様 

本日はお世話になります。よろしくお願い致しま

す。 

横浜南陵ロータリークラブ副会長 橋本祐二様 

本日は会長幹事の都合が悪く代理でまいりました。

横浜南陵ロータリークラブ 堀口好美様 

地区インターアクト委員堀口です。横浜南陵ＲＣで

す。本日はインターアクト委員会活動でお伺い致し

ました。１２月１７日は年次大会です。ぜひご参加

下さいませ。 

横浜港南台ロータリークラブ会長 小原弘年様 

本日は港南ＲＣの例会を楽しみにしておりました。

よろしくお願い致します。 

 

横浜港南台ロータリークラブ幹事 野口浩様 

横浜港南台ＲＣの幹事をしております野口浩と申



します。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

横浜南央ロータリークラブ会長 久留主一洋様 

北見会長大越幹事いつもお世話になっています。

横浜港南ＲＣの皆様、本日はよろしくお願い致しま

す。 

横浜本牧ロータリークラブ 久本弥様  

横浜港南ＲＣ北見会長はじめ会員の皆様こんにち

は。本日はお世話になります。「インターアクト年次

大会」のご案内で委員堀口さんとお伺いさせて頂

きました。よろしくお願い致します。 

大越雅也幹事 

第 7 グループガバナー補佐半澤剛様ようこそいら

っしゃいました。 

地区インターアクト委員長久本弥様、委員堀口好

美様ようこそいらっしゃいました。横浜南央ＲＣ会

長久留主一洋様・幹事縣昌宏様・横浜港南台ＲＣ

会長小原弘年様・幹事野口浩様・横浜南ＲＣ幹事

槙俊徳様・横浜南陵ＲＣ副会長橋本祐二様ようこ

そいらっしゃいました。 

橋浦重己会員  

国際ロータリー第 2590 地区第7 グループガバナー

補佐半澤様、地区インターアクト委員堀口様、横

浜港南台ＲＣ幹事野口様、他大勢のロータリアン

の方々にお見え頂きました。紙面が少ないので失

礼ですがお名前を省略させて頂きます。ごゆっくり

して下さい。 

平山会員の卓話を楽しみにしております。 

平山滋也会員  

今日は横浜市内の高速道路について卓話させて

頂きます。 

半澤ガバナー補佐はじめゲストの皆様ようこそい

らっしゃいました。 

樋口一樹会員 市川敏明会員 櫻井富雄会員 

第７グループ会長幹事会の皆様ご苦労様です。 

成井前会員の急なご逝去で寂しくなりました。 

平山会員の卓話楽しみにしております。 

佐々部宣宏会員 

米山奨学会への寄付よろしくお願いします。今年

は是非１００％を目標に頑張っています。 

半澤ガバナー補佐ようこそいらっしゃいました。 

平山会員の卓話を楽しみにしております。 

海野俊彦会員 

半澤ガバナー補佐よろしくお願いします。 

各クラブの皆様ようこそいらっしゃいました。 

平山会員の卓話を楽しみにしております。 

配偶者誕生日祝いを頂きまして有難うございまし

た。 

天野憲二会員 

地区大会のチャリティーゴルフで３位に入賞しまし

た。有難うございました。 

西山俊雄会員 

日本酒、今年も新酒が出てきました。嬉しい事この

上ないですね。 

細井順子会員 民谷佳子会員  

成井元会員の突然のご逝去に驚いております。ご

冥福をお祈り申し上げます。 

平山会員の卓話をお楽しみにしております。 

高栁良作会員 

平山会員の卓話を楽しみにしております。 

11 月 1 日から新しい弁護士が 1 人加入し、弁護士

2 人体制になりました。今後ともよろしくお願い致し

ます。  

坂巻照代会員  

半澤ガバナー補佐と皆様、ようこそいらっしゃいま

した。 

林田利治会員 

地区の皆様ご苦労様です。 

福嶋昭会員 青柳民朗会員 宮下賢会員 

小後摩重正会員  

平山会員の卓話楽しみです。  

根本雄一会員  

本日は社用にて早退します。ニガニガです。 

 

◎次週の予定 

１１月２２日(水) 上杉順一会員 『ｲﾆｼｴｰｼｮﾝｽﾋﾟｰﾁ』 

◎会報               坂巻照代会報委員 


