
第1983回例会 2017年7月25日（火）(天候) 晴れ №4 

点鐘 

開会 

ロータリーソング：「手に手つないで」 

ゲスト・スピーカー  川﨑隆之 様 

（藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当） 

ビジター なし 

バナー交換 なし 

会食・懇談  

-会長報告-  

・先日の移動例会と屋形船の夕べは、天候も回

復し素晴らしい例会になりました。参加され

たみなさん、おつかれさまでした。 

・それに先立つ7/15（土）の地区財団セミナ

ーについては、会長・幹事と石田財団委員長

が出席しました。詳細については、クラブフ

ォーラムにて石田委員長からお願いします。 

・九州北部集中豪雨被災者への義援金要請が地

区から届いております。１人1,000円でお願

いしますとのこと。よろしくお願いします。

・本日の例会よろしくお願いします。 

-表彰＆特別挨拶- なし

-幹事報告- 

・先日の移動例会・屋形船の夕べと地区米山 

学友主催の江ノ島クリーンキャンペーン参加 

のみなさん、おつかれさまでした。 

・本日は、3名の方の入会式を行います。会務

分担は、高橋正宏さん：スマイル委員会、大

野英二さん：出席委員会、竹之内健次さん：

親睦委員会所属となっております。 

・地区大会の御案内について、例年と異なり今

年は9月18（月）の開催となりますので、 

 出席届をするため、再度回覧をしますので 

 宜しくお願いします。 

・地区の IT 研修会の開催が8/10（木）15:00

から開催され、事務局の有久さんが出席予定。 

・同じ日（8/10）17:00より第3グループの

会長幹事会が開催されます。会長幹事出席。 

・7/21（金）第3グループEND POLIO 機材 

 を次回担当の藤沢北西RC長谷川会長へ渡す。 

・地区のゴルフコンペの再案内が届いておりま

す。9/8（金）です。回覧しますのでよろし

くお願いします。 

-委員会報告- 

・親睦委員会「花火大会鑑賞」「親睦旅行」の

御案内…花火大会の場所はアイランド・スパ

です。 

・会員組織委員会 委員会7/26に開催します。 

・地区補助金事業進捗報告 社会奉仕委員長 

・出席報告        出席委員長 

・スマイル報告      管理運営委員長 

-会員＆配偶者誕生日- 

会員誕生日 吉田新一 幹事 

配偶者誕生日 なし 

-卓話- 

「藤沢駅周辺地区再整備について」川﨑隆之 様 

（藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当） 

点鐘 

閉会 

出席報告 

例会月日 総員（名） 出席（名） 欠席（名） 出席率（％）  メークアップ（名） 修正出席率 

７月１１日 ３３（３０） １８   １５ ６０.００  １ ６３.３３ 

７月２５日 ３３（３０） ２７  ６ ９０.００   

藤沢東ロータリークラブ 週報

クリスタルホテル5F「ボンヌ・シャンス」

Bonne Chance

Rotary Club of Fujisawa East  Weekly Report 

☆会 長／山口俊明 幹 事／吉田新一 例 会／毎週火曜日 12:30～ 

☆事務所／藤沢市南藤沢4-2 吉田ビル５F TEL 0466-41-9191 FAX 0466-41-9192 

☆例会場／湘南クリスタルホテル 藤沢市南藤沢 14-1 TEL 0466-28-2111 
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新会員入会式 



-スマイル-       

田中管理運営委員長 

【山口俊明 会長】 

藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当 参

事 川﨑隆之様 卓話よろしくお願いします。 

新会員 高橋正宏さん、大野英二さん、竹之内健次

さん、歓迎いたします。 

【田中繁 会員】 

大野さん、竹之内さん、高橋さん、入会おめでと

うございます。 

【竹澤禎浩 会員】 

高橋様、大野様、竹之内様、入会おめでとうござ

います。これから宜しくお願い致します。 

【大坪加寿子 会員】 

藤沢市役所 都市整備部 藤沢駅周辺地区整備参事 

川﨑隆之様 本日の卓話楽しみにしております。 

新会員 高橋様、大野様、竹之内様 これから宜し

くお願いします。 

【片倉昌幸 会員】 

高橋正宏様、大野英二様、竹之内健次様 ようこそ

藤沢東ロータリークラブへ。 これから宜しくお

願い致します。 

【梶浦暁 会員】 

川﨑様、本日は卓話楽しみにしておりました。よ

ろしくお願い致します。高橋様、大野様、竹之内

様 ご入会おめでとうございます。 

【吉田新一 幹事】 

藤沢市 都市整備部 参事 川﨑隆之様、本日は宜し

くお願い致します。高橋様、大野様、竹之内様 

入会おめでとうございます。よろしくお願いいた

します。誕生日祝い、ありがとうございます。 

-出席報告- 

                狩野委員長 

会長挨拶・報告       山口会長 

・本日の卓話者は藤沢市 都市整備部 藤沢駅周

辺地区整備担当参事の川﨑隆之様です。あり

がとうございます。例会後に補助金事業の場

所視察もお願いしてあります。宜しくお願い

します 

・本日3名の方々が藤沢東ロータリークラブに

入会して頂きまして、本当に感謝申し上げま

す。心より歓迎致します。 

・My Rotary で配信されましたようにのアフ

リカ初の国際ロータリー会長エレクトのサ

ム F. オオリ氏（ウガンダ）が亡くなられま

した。手術後の合併症によるものです。 

・財団セミナーにての相澤PG説明 

 「ポリオプラスの説明抜粋・・・ビルゲイツ

財団から 4 億 5 千万ドルの資金を確保でき

た。日本政府として安倍総理から 5 千 5 百

万ドルの寄付を頂いた・・・とのことです。」 

-委員会報告- 

納涼屋形船、花火大会鑑賞と親睦旅行について 

大坪加寿子 親睦副委員長 

「移動例会につきご案内します。」 

8/２２（火）江の島花火大会・・・ 

場所は江ノ島、「アイランド・スパ」です。 

藤沢 RC、藤沢北西RCと「合同移動例会」 

10/24（火）、25（水）山梨親睦旅行 

米山奨学会クリーンキャンペーンについて 

7/16（日）の模様はホームページ「ニュー「久しぶりに通常例会出席率９０％台です。」 



山口会長からROTARYバッチを付けてもらう 

高橋正宏会員 

大野英二会員 

竹之内健次会員 

新会員挨拶 

高橋正宏会員（（有）アルテック代表取締役）

「山口会長のお誘いで今回入会させて頂きま

した。職業は東京海上日動損害保険代理店で

す。」 

大野英二会員（大野設備工業（株）代表取締役） 

「田中繁委員長のお誘いで入会しました。職

業は、給排水衛生設備の会社を 40年以上藤

沢善行にて運営しております。」 

竹之内健次会員（平産業(株)代表取締役） 

「田中繁委員長のお誘いで入会しました。職

業は藤沢駅近くの『一本松』にてタイヤ金型

を製造しております。」 

４０歳代から５０歳代の若きみなさんです。

新会員入会式 



-会員誕生日- 

吉田新一幹事 

委員会報告 

会員組織委員会   小柴委員長

「明日（7/26）に会員増強・維持やロータリー

の夕べ、新会員歓迎の炉辺会合などについて関連

部署との合同委員会を開催致します。事前にご連

絡したみなさんの参加をお願いします。」 

社会奉仕委員会   梶浦委員長

「地区補助金事業の進捗について、本日の卓話者

である藤沢市の川﨑様と、このあと現地を視察し

て、具体的な贈呈式などの打合せを事務所にて行

う予定です。」 

-卓話- 

皆様、こんにちは。先程来ご紹介頂いてお

ります藤沢市 都市整備部 藤沢駅周辺地域整

備担当の川﨑です。よろしくお願い致します。 

 このプロジェクトのために数年前にできた

課でございまして、非常に課名が長く、紹介

に苦労しております。また、「課」ではなく

「担当」という位置づけになっております。 

         ・ 

 今回、藤沢東ロータリークラブさんの方で、 

新庁舎建設に伴い、既存の庁舎から新庁舎に

向かう途中に国道に上り下りる場所にお年寄

りやお子さんが休めるベンチを設置していた

だけるということで非常に助かっておりま

す。改めましてありがとうございます。 

         ・ 

 それでは、今日は「藤沢駅周辺地区再整備」

ということについて説明していきたいと思い

ます。 

 資料を配布させていただきました。ひとつ

は、「藤沢駅周辺地区再整備構想・基本計画

に基づく事業計画案」と、もう 1 枚は「藤沢

駅周辺再整備まちづくりニュース」第 2 号で

す。これは今日メインで話をします藤沢駅北

口「サンパール広場」の再整備の話しです。

昨年の10月に議会に報告しましたものです。 

 まず、はじめに現在の藤沢駅周辺がどのよ

うに整備されたか、ということについてお話

をします。現在の庁舎のあたり「若尾山」と

言われる場所に昭和 29 年から 34 年で区画

整理をしております。その後昭和 34 年から

54年にかけて南口周辺の再開発を行い、それ

から市街地再開発事業として昭和 54 年以降

北口さいか屋さんから駅舎へ繋がる広場を再

整備している状況です。 

 その前に過去の藤沢駅の写真を参考もって

 藤沢駅周辺地区再整備について 

        川﨑 隆之 様 
藤沢市都市整備部 藤沢駅周辺地区整備担当 



紹介したいと思います。これは昭和38年、私が

生まれたのがこの年で南北に繋がる地下道を整

備したときの写真です。 

 これは北口の模様です。私は生まれたばかりで

かつ私は大磯出身なので、この頃の藤沢駅周辺は

存じませんでした。藤沢を良くするために来た、

とみんなにいわれております。 

 土地区画整理事業を行い、駅前広場を作ったと

いう経緯がございます。 

 市街地再開発事業ということでさいか屋さん

から駅舎に至る再整備状況です。 

昭和３４年頃からはじめて50年以上に亘る整備

事業においても、老朽化してきている建物もござ

います。成熟した町と超高齢化社会に備えた拠点

造りということで、バリアフリーを含めたユニバ

ーサルデザインへの対応とか駅舎を含めた老朽

化した建物のリニューアル促進など、また都市部

としての再生ということで、広域拠点としての軌

道充実、また停滞する商業の賑わい・商店街の活

性化、大船や辻堂北口、茅ヶ崎駅 LUSCAリニュ

ーアルなどに比べて藤沢市の玄関口である藤沢

駅が寂れている。 

 そういったことを含めて藤沢駅を中心に市全

体に波及する活力の創出をしていこう、といくこ

とが課題になっております。 

 平成24年から藤沢駅周辺地区再整備構想を作

りました。 

湘南地域の拠点として次の時代の湘南藤沢ライ

フを提供し、プロモーションする都市を目指す 

 その後に東京オリンピック会場に江ノ島が決

まりました。オリンピックに間に合わせるためで

はありません。 

藤沢駅周辺 1968年（昭和43年） 

C

３D CG 動画による藤沢駅北口サンパール

広場再整備についてもご説明頂きました。 

会場：クリスタルホテル５F ボンヌ・シャンス 



資料１ 

資料２ 


