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2018．5．9．[水]  第 2350回例会報告 

 

◎司 会              橋浦重己ＳＡＡ委員 

◎ロータリーソング 『君が代』 『港南友愛の唄』 

◎ソングリーダー         福嶋昭合唱委員 

◎ゲスト   米 山 奨 学 生    デ ル バ さ ん 

 

◎出席報告            櫻井富雄出席委員 

会 員 数 

                    

出 席 者     

数                     

出席率 前回 

修正率 

前月 

平均率 

35(6)名 27(6)名 77.1% 85.7%  92.8% 

（  ）内は出席免除会員数 

前月メークアップ１００％ 

 青柳民朗会員 尾形達也会員 櫻井富雄会員 

 瀧文博会員 高栁良作会員 根本雄一会員 

 平山滋也会員 山野井正郎会員 

前月（４月）ホーム出席１００％ 

 阿曽輝彦会員 市川敏明会員 海野俊彦会員 

 大井和子会員 大越雅也会員 大橋三郎会員 

小後摩重正会員 北見丈治会員 坂巻照代会員 

佐々部宣宏会員 高森政雄会員 豊場建伍会員 

西山俊雄会員 橋浦重己会員 林田利治会員 

福 嶋 昭 会 員 横尾博之会員 宮下賢会員 

◎親睦委員会(今週のお祝) 

民谷佳子親睦委員 
＊ 会 員 誕 生 日 祝     山田哲也会員(１４日) 

＊ 会 員 記 念 日 祝     海野俊彦会員(９日) 

                   横尾博之会員(１３日) 

＊ 会員入会記念日      青柳民朗会員(１０日) 

 

 ニコニコボックス本日合計 ５０，０００円 

ニコニコボックス 累 計 １，２６９，１００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  

青柳民朗会員 阿曽輝彦会員 天野憲二会員 

飯島直人会員 海野俊彦会員 高栁良作会員 

民谷佳子会員 豊場建伍会員 根本雄一会員 

橋浦重己会員 林田利治会員 平山滋也会員 

細井順子会員 宮下賢会員 山田哲也会員 

１５名 

米山ﾁｬﾘﾃｨﾎﾞｯｸｽ本日合計 １６，０００円 

米山チャリティボックス累計 ２０３，０００円    

 



◎会長報告            

①５月からクールビズとなります。 

②６月６日(水)は宮下会員の卓話の予定でしたが、『休

会制度について』フォーラムを行いたいと思います。

会費だけ払って会を欠席している方や多忙により一

度辞めてから再入会しようと思っても面倒なので辞

めてしまうなどあると思います。一年や二年限定など、

会費を全く貰わないのではなく、クラブで負担しなけ

ればいけない人頭分担金など(５万円)の会費を支払

って頂ければ休会できるというようなものについてご

意見を伺いたいと思っています。 

③米山奨学生のデルバさんに奨学金をお渡しします。 

④地区より、宮下会員に米山功労者第二回マルチプル

が授与されます。 

 

 

 

 

 

 

⑤昨日東京ドームでロザリオがＪＲ東日本の看板に直

撃ホームランを打ちました。１００万円の商品券がも

らえるそうです。 

 

◎幹事報告 

①５月７日に理事会が行われました。各委員長より後

ほど発表があると思います。 

②５月２３日(水)は夜間移動例会です。集合場所につ

いて、ご案内を回覧していますのでお取りください。 

 雨天決行ですが、台風のような場合は欠航となります

ので、その時は休会となります。欠航の場合は出席

予定者にご連絡致します。 

③青少年交換留学生について、南高校ではまだ結論

が出ていません。受け入れが出来るようになりました

ら連絡を頂くよう校長にお願いしています。 

◎委員会報告  

①次年度国際奉仕委員会    櫻井富雄次期委員長 

 先日セブポートセンターＲＣからお客様がいらっしゃい

ましたが、その目的は６月１８日の会長就任式のご招

待です。６月１５日～１９日までセブへ参ります。フライ

ト時間は行き帰り２便ずつ予定しています。現在の参

加予定者は宮下次期会長・大井次期幹事・天野会員・

平山会員・佐々部会員・私です。ご案内を回覧させて

頂きますので是非ご参加お願いします。１０月にはロ

ータープラストもあります。 

②活動計画書について         宮下賢次期会長 

 次年度は自分たちで活動計画書を作成します。製本

する日程を決めましたのでお知らせします。 

１回目  ６月 ７日(木) １３：００～ 

２回目  ６月２３日(土)  ９：３０～ 

場所と印刷機は橋浦会員のご厚意で『大八・会議室』

にて行います。皆さん予定を確保して頂き、是非宜し

くお願い致します。 

③職業奉仕委員会      大井和子職業奉仕委員長 

前回の例会時、皆様に『私の信条・信念』を書いて頂

きましたので、まとめたものを配布させて頂きました。

是非ご一読ください。 

 

◎『京急グループの成長戦略』  海野俊彦会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃は、京急グループの電車、バスをはじめ、ホテ

ル、百貨店、スーパーなど、様々な事業をご愛顧頂い

ておりますことを、この場をお借りいたしまして、厚く御

礼申し上げます。 

京急グループは品川・羽田空港をはじめとして、川崎、



横浜、三浦半島、といった恵まれたエリアで事業を行っ

ています。 

京急グループは、今後もこの恵まれたエリアの発展お

よび街づくりのお手伝いを積極的に行い、沿線の魅力

を高めることにより、企業価値の最大化を図ってまいり

ます。 

皆様に少しでも京急グループの事業をご理解いただく

とともに、当社沿線の魅力を感じて頂ければ幸いに存

じます。 

２０１６年５月に当社グループの成長と中長期的な企

業戦略の企業価値の向上、事業の選択と集中を進め

るための経営判断として発表された内容をお話します。 

① 神奈川県三浦市での鉄道延伸事業と大規模宅地

開発事業凍結。 

② お台場にあるホテル・グランパシフィックの売却。 

③ 品川から横浜への本社移転。 

これが中長期的な大きな内容です。 

事業のリスクとしては、沿線人口の減少・少子高齢化・

羽田空港へのアクセス競合参入・労働人口の減少・品

川駅周辺開発への大型投資による財務バランスの悪

化の懸念・金利変動リスク。それに対して、品川駅周辺

における開発・羽田空港の拡充・京浜臨海部における

開発・東京オリンピック・パラリンピック。これを事業機

会としてとらえています。 

長期ビジョンとして、品川・羽田を玄関口として、国内

外の多くの人々が集う、豊かな沿線を実現する中で、

エリア戦略・事業戦略・お客様戦略、の３つをベースとし

て、それぞれ重点テーマを決めています。 

２０１６年～２０３５年までの２０年間の計画で、中期経

営計画の期間、長期経営戦略の期間、その中で構造

改革期・成長準備期・長期ビジョン完遂期と分けており

ます。 

その中で２０２７年リニア中央新幹線開業を予定してい

ます。それに向かって品川駅やいろいろな京急の駅が

大きく変わります。 

京急グループで品川駅周辺に６万㎡の土地を所有して

おります。品川を筆頭に駅周辺を核とする街づくりの推

進で、リニア中央新幹線の始発駅にもなりますし、品川

駅周辺が国の特区に指定されています。 

 京急品川駅は４車線になります。旧パシフィックホテ

ルの場所が現在は SHINAGAWA GOOS と言い、敷地

面積 約２５，０００㎡ 延床面積 約８４，０００㎡ 容積

率約３３０％の場所が開発されたら、京急百貨店は出

店したいと思っています。これが品川駅周辺のお話で

す。 

オリンピックがありますので、羽田空港のアクセスの

利便性向上については、今からダイヤ改正やバス等ア

クセス強化の準備をしています。 

 昨年羽田に３００室のホテルが開業しました。京急ＥＸ

インは現在９館２０８０室ですが、２０２０年度には    

３０００室になります。 

 沿線の魅力を向上させる事業の検討・推進ということ

で、主要駅周辺で多くの開発計画があります。金沢八

景駅は２０年以上前から話が出ていましたがやっと完

成予定になります。 

本社ビルは１8階建てで、１階は博物館です。初期の

頃の赤い電車を探してきて直しています。完成が１９年

度なので、皆さん是非見に行ってください。 

一番ポイントになるのは満足度の高い輸送サービスの

提供で、基幹たる交通事業の基盤強化です。 

次に、不動産事業の収益力強化として、横浜市立大

学や関東学院を含めて、学生さんから提案を受けたこ

とを推進しています。古いアパートをリノベーションして

学生さんたちに大学の時から入ってもらい、地元の企

業に入社して頂き、街を活性化させようというものです。

賃貸マンションは平和島、分譲マンションは品川シーサ



イドを作っています。 

ストック事業の強化ということで、上大岡の空き家の

アパートを改装し、３～４人で時間貸しが出来るようにと

いうことで、会議やサークルに使ってもらうよう昨年オー

プンしています。それを金沢八景や金沢文庫・横須賀

にも広げようとしております。 

  インバウンド施策の強化として、品川駅・蒲田駅・横

浜駅のインフォメーションセンターではいろいろな国の

言葉で対応出来るようになっています。 

事業の選択と集中の継続・強化について、皆さんに

注目して頂きたいのは、お金の使い方についてです。 

２０１３～２０１５年度の１年平均成長投資額は７０億円

です。全体として、３年間で１９０億円を投資として行っ

ておりますが、２０１６～２０２０年度の１年平均成長投

資額は１７０億円を投資しようとしています。百貨店にも

投資していますが、なかなか回収できませんので、皆さ

ん売上協力お願いします。 

お時間となりましたのでこれで終わります。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

◎ ニコニコボックス      民谷佳子親睦委員 

北見丈治会長 

ゴールデンウィークは９連戦でしたが、雨で１試合

中止になりましたが、５勝３敗と勝ち越し、貯金生

活になりました。昨日は読売に完封勝利でしたの

で６勝分。  

高森政雄会員  

この度は春の叙勲旭日双光章を５月１１日授与さ

れることになりました。拝謁は皇居で午後３時３０

分より豊明殿で。伝達式は東京プリンスホテル午

前１１時３０分より、１０日の午後より泊まりで行っ

てまいります。このような受賞は多くの皆様のお支

えの賜物でございます。本当に有難うございます。 

海野俊彦会員 

本日５月９日は私共夫婦の結婚記念日です。 

今日の卓話よろしくお願いします。 

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

会員記念日祝いを頂きまして有難うございました。  

青柳民朗会員 

入会して１年になります。あっという間の１年でし

た。 

入会記念日祝いを頂きまして有難うございました。 

民谷佳子会員 

高森会員旭日双光章お祝い申し上げます。 

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

海野会員の卓話楽しみにしております。 

会員入会記念日祝を頂き有難うございました。 

山田哲也会員 

会員誕生日祝を頂きまして有難うございました。 

大井和子会員 

今日はつばさ保育園の誕生日です。２４年前私を

含めて８組の保護者で作ったところからスタートし

て、もう四半世紀経ちました。  

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

海野会員の卓話楽しみにしております。 

平山滋也会員  

ゴールデンウィークは清里で新緑を楽しんで来ま

した。 

海野会員の卓話楽しみにしております。 

橋浦重己会員 八木禧昭会員 市川敏明会員 

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

林田さんいつも美味しいものを有難うございます 。

海野会員の卓話楽しみにしております。 

根本雄一会員 宮下賢会員 細井順子会員  

高森会員旭日双光章おめでとうございます。 

デルバさんようこそいらっしゃいました。 

海野会員の卓話楽しみにしております。  

天野憲二会員 小後摩重正会員 福嶋昭会員 

飯島直人会員 笠原孝雄会員 横尾博之会員 

  海野会員の卓話を楽しみにしております。 

高栁良作会員 

  本日中座します。すみません。 

 

◎次週の予定 

 ５月１６日(水)  小後摩重正会員 

◎会報              天野憲二会報委員 


