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[第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟ例会日: 新狭山○
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火 飯能○
水 日高○
火 狭山中央○
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火 所沢西○
火 所沢東○
木 所沢中央○
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(

10 月 8 日)

菊田邦彦会長
四つのテスト
栗原会員 宮岡会員

出席報告 出席向上委員会 < 沼﨑正徳 委員長 >
会員数
21 名

出席者数
17 名

出席率
85.00 ％

例会の記録

山に登る元気はありませんが、若い頃は毎週のよう
に登っていました。その頃のお話しです。
先日お話ししましたサークルの中に気に入った女
性がおりまして、ある時その女性を山登りに誘った
ところ、二つ返事で OK をもらいました。
一泊で尾瀬ヶ原に行くことになったのですが、あま
りにすんなりと話がすすんだことにとても驚いたのを
覚えています。

会長の時間
大清水
ハイキングや登山はここからスタート

燧ケ岳
尾瀬全体を見下ろす景色は本当に綺麗

尾瀬ヶ原
一面真っ黄色のニッコウキスゲ
水芭蕉

至仏山
天国のようなすばらしい景色

菊田邦彦 会長
日中はまだ暑さが残りますが、朝晩はだいぶ過ごし
やすく秋らしくなってきました。それにしても、昨日
の地震には驚きましたね。いきなり携帯電話の地震
速報が鳴って目が覚め、それから眠れずに秋の夜
長を過ごす羽目になりました。
前回は、「初めて」のお話しをさせていただきました
が、今回はその当時趣味にしていた「山登り」の話
をさせていただきます。
会員の皆様の中にも、山登りやハイキングをされて
いる方がいらっしゃると思います。今の私には、もう

当時の尾瀬は大人気でした。そのわりには宿泊施
設があまり良くなく、一部屋に何人も詰め込まれて
イワシの缶詰状態で寝なければならず、トイレも長
い列に並んで順番待ちをするような状態でした。
なので、はじめて好きな女性と並んで寝ているのに、
動きづらさと息苦しさで、よこしまな気持ちには一切
なりませんでした。
そして、当然ながらその「隣に寝ていた女性」とはそ
の後一緒になることはありませんでした。

本日のお客様
< 寳積英彦 副会長 >
狭山市都市建設部次長 兼
都市計画課入曽駅周辺整備担当課長
伊藤 敦朗 様

幹事報告
< 小林奈保絵 幹事 >
・11～12 月のプログラムが理事会で承認
・ガバナー公式訪問について
11 月 19 日(金）にクラブ協議会を省略して行う
11：30～12：00 入会３年未満会員との懇談
12：00～12：30 食事・集合写真
12：30～13：00 ガバナー卓話
（ガバナーは卓話後お帰りになります）

13：00～13：30 例会
・親睦旅行の出欠確認・すっぽん料理有無の確認
受贈会報
・所沢中央ＲＣ ・所沢西ＲＣ
回
覧
・12 月 8 日(水)「第 50 回ロータリー研究会特別
講演会」開催のお知らせ
・所沢中央 RC 新所沢 RC より
「例会変更のお知らせ」

委員会報告
・Ｒ情報・雑誌委員会 < 若松泰誼 委員長 >
「ロータリーの友 8 月号」の紹介
【横組み】
日本のロータリー100 周年を祝う会
次の 100 年への扉が開く（P20-25）
【縦組み】
渋沢栄一の精神を受け継ぐ(P4-8)
この人訪ねて 金子淳子さん（P9-12）
「ロータリーの友 9 月号」の紹介
【縦組み】
社会力育てが人類社会を救う(P4-8)
この人訪ねて 河野忠友さん(P9-12)
卓話の泉(P13)
「ロータリーの友 10 月号」の紹介
【縦組み】
グローバルとローカル
現代世界の中の「地方創生」(P4-8)
この人訪ねて 遠山昌子さん(P9-12)
卓話の泉 薬の使い方(P13)
私の一冊 鬼滅の刃(P13)
< 若松委員長より >
今年度ロータリーの友をご紹介するにあ
たり、
“読み方”を考えてみました。
縦組みの「SPEECH」と「この人訪ねて」、
これはなかなか面白い！
とても為になります！
なので、全部に目を通すのが難しい方は、
この二つだけは必ず読んでみて下さい。

高田虎光会員よりお知らせ

牛

10 月 8 日
22:00～23：00
NHK BS プレミアム

「KARATSU
～ジャック･マイヨールが愛した海 四季～」
に、私の高校の同級生が出演しますので、是非ご覧く
ださい。
内 容 ： 世界的なダイバー、ジャック・マイヨールが
愛した佐賀県唐津の海。
彼と親交が深かった地元ダイバーをガイド
役に、１年にわたって潜り、四季の彩りを伝
える。

卓

話

狭山市都市建設部次長
兼 都市計画課入曽駅周辺整備担当課長

伊藤 敦朗 様

【入曽駅周辺整備事業について】
本日は、長年の懸案事項でありました入曽駅周辺の
整備事業について、ご説明の機会を頂いただき、誠
に感謝しております。
平成 28 年度から改めて計画を作成し直し、市の最重
要政策として事業を進めて
いる所でございます。
本日は、都市計画課入曽駅
周辺整備担当の牛窪より、
その計画の概要と進捗状況
を、スライドを使って説明さ
せていただきます。
都市計画課入曽駅周辺整備担当
牛窪弘樹 様

１ 事業の目的と上位計画の位置づけ
① 事業の目的
入曽駅東口地区については市街地開発事業
を実施するため、長きに渡り関係地権者との合
意形成に努めてきましたが、一部地権者の理
解が得られない事から、平成 25 年 5 月に土地
区画整理事業による市街地開発事業の実施を
断念しました。
しかし、当地区は交通対策などの解決すべき
地域課題が山積していることから、入曽駅東口
地区の整備を市の重要課題としての位置づけ
を継続し、その方針を堅持する事としておりま
す。
地区内には事業に活用する予定であった入間
小学校跡地があり、現在更地の状態にあります。
また、入間小学校跡地を有効に活用するため
に、隣接敷地の一部を取得しております。
本事業は入間小学校跡地及び取得した土地
等の有効利用を図りながら、入曽駅周辺にお
ける交通対策などの地域課題を解決していく
ため、土地利用計画や道路及び駅前広場の
設計等の調査・検討を行い、新たな計画案を
作成して入曽駅周辺の整備を進めるもので
す。
② 入曽駅周辺に関する上位計画の位置づけ
(ア) 第 4 次狭山市総合計画
（平成 28 年 3 月策定）
基本構想
計画期間：平成 28～令和 7 年度
拠点地区の形成
入曽駅周辺地区について、地域の経済活
動などの特性を踏まえた地域拠点として
の市街地形成を進める
都市的土地利用
入曽駅周辺について、商業・業務地の拡
充などを図る
(イ) 第 2 次狭山市都市計画マスタープラン
（令和 2 年 12 月策定）

入曽駅周辺
入間小学校跡地などを利活用した地区の
賑わい創出に資する都市機能の整備
入間中学校跡地などを活用した地区住民
の交流・若い世代の定住・子育て支援の
拠点整備
土地利用の動向や道路などの整備を踏ま
えた用途地域の見直しの検討
東西駅前広場の整備
バス交通にも配慮した駅へのアクセス道
路などの整備
安全・快適な歩行者空間の整備
東西自由道路と橋上駅舎、駅前広場の一
体的な整備による利便性・安全性の向上
官民による自転車駐車場の充実
入曽駅周辺区域の雨水管渠の整備

２ 入曽駅周辺地区の現況と課題及び改善の方向性
入曽駅周辺地区では駅周辺の活性化に資する新
たな拠点整備を目指していますが、現在の駅周辺
では既に土地利用が形成されており、駅前広場等
の新たな公共用地の確保が期待できない事から
拠点整備が難しくなっています。
そのため地域課題の早期解決を図るべく、入間小
学校跡地をはじめとした市有地を有効活用し、下
図のとおり検討を進めていきます。

３ 土地利用計画図

４ 整備スケジュール（2021 年 9 月現在の予定）
入曽駅周辺整備事業の現在の整備スケジュール
（予定）は以下のとおりです。
鉄道事業者との協議により、まちびらきが令和 6 年
度に変更となりました。
また、今後の関係機関との調整等により変動する
可能性があります。

菊田君

小林君

江原君

浜野君

寳積君

稲見君

狭山市都市建設部次長兼都市計画課入
曽駅周辺整備担当課長 伊藤様、本日
は忙しい中卓話よろしくお願いいたし
ます。入曽駅、どの様に変化するのか
たのしみにしています。
昨夜の地震には驚かされましたね。天
変地異というのは、歴史的にもコロナ
禍を含め大きな影響を及ぼしている事
を考えると、色々の事を思わされます
ね。でも、元気を出して例会に臨みた
いと思います。伊藤様、よくお越し下
さいました。
本日の外来卓話をお願いしております
伊藤敦朗様、入曽駅周辺の今後が楽し
みです。お話し宜しくお願い致します。
本日の卓話のお客様、狭山市都市建設
部次長兼都市計画課入曽駅周辺整備担
当課長 伊藤敦朗様、ようこそお越し
下さいました。卓話楽しみにしていま
した。宜しくお願い致します。
10 月にしてはあたたかい日々が続いて
おります。狭山市都市建設部次長 伊
藤敦朗様、本日はようこそおいでくだ
さいました。卓話、楽しみにしており
ます。
狭山市都市建設部次長 伊藤敦朗様、
今日の入曽駅の将来図、お話楽しみで
す。

田端君

渡邉君

狭山市都市建設部次長兼都市計画課入
曽駅周辺整備担当課長 伊藤敦朗様、
本日はありがとうございます。本日楽
しみにしておりました。
狭山市都市建設部次長 伊藤敦朗様、
お忙しい中、狭山中央 RC へお越し頂き
有難うございます。本日の卓話を楽し
みにしておりました。どうぞ宜しくお
願いいたします。

◆ 次の例会 ◆
10 月 29 日（金）
例会取り止め
11 月 5 日（金）
第 2 副 SAA：大野会員 佐々谷会員
会員卓話：清水武信会員
11 月 12 日（金）
例会臨時変更
家族同伴親睦旅行 11 月 13～14 日に振替

