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司会   池田豊文 SAA  水野  茂会長   斉唱  我等の生業  

事務所・例会場  

相模原市緑区中野 1029  津久井商工会館 2F 

TEL 042-780-0201  FAX 042-850-4830 

例会日 毎週木曜日     時間  12：30~13：30 

会 長 水野 茂    幹 事 小川洋一 

【 出席報告者 井上 旭委員長 】    

現在会員数 出席対象数 本会出席数 本会欠席数 本会出席率 前回修正出席率 前々回修正出席率 

21 21 20 1 95.24％  80.00％ 85.71％ 

本日欠席者 佐藤尚史会員 

 

日本大震災の年だったこともあり、新たな資金

調達の手段としてだけでなく、寄付をする際の

新たなチャネルとして急速に浸透しました。サ

ービス事業者も利用用途も多岐に渡り市場拡大

は続いています。クラウドファンディングの形

式も基本的な「寄付型」、「購入型」、「融資型」、

「株式型」、「ファンド型」の 5 つと最近新たに

生まれた「ふるさと納税型」を合わせて 6 つの

タイプが存在しているそうです。        

最後に、まだ協同病院のクラウドファンディ

ングに参加されていない方がいらっしゃいまし

たら、25 日までですので、是非この機会にご協

力をお願いいたします。 

以上を持ちまして、会長挨拶とさせていただ

きます。 

 

皆様、こんにちは、元気ですか！ 

今週は寒さも一段と増し、各地で雪の便りが届い

ています。コロナウイルスもありますが、インフ

ルエンザにも気おつけてお過ごしください。 

1４日の月曜日に、相模原日赤病院に地域医療

応援寄付金を小川幹事とともに寄贈してまいり

ました。月曜日は西医院長の手術が立て込んでい

て午後３時半からの面会になりました。今なお、

コロナウイルス感染の拡大に歯止めがかからな

い状態の中、医師、看護師をはじめとする医療従

事者の方々は、感染の恐怖と向き合いながら、懸

命に診察にあたり、治療に励んでいる姿に、改め

て感謝の気持ちを抱きました。 

夜にはＨＫラウンジで毎週月曜日に開催され

ています、協同病院に対するクラウドファンディ

ングの集まりに参加してまいりました。会合の内

容については、後程小川幹事から報告があると思

います。 

さて、今日はクラウドファンディングについて

の話です、クラウドファンディングは、インター

ネットの普及に伴い 2000 年に米国で始まり、日

本で初めてクラウドファンディングサービスが

提供されたのは 2011年でした。2011年当初は東 

会長挨拶 水野 茂会長 
 

幹事報告 小川洋一幹事 

 

 まず、12 月 10 日の理事会の報告を致します。 

・ＲＩからの緊急提案（制定案）の反対表明

については賛成することになりました。 

・津久井日赤病院への地域医療応援寄付金に

ついて橋本クラブ30万円、当クラブ20万円、

両クラブで 50 万円を寄付することが決定し

ました。   

 



 
 

     

 

 

 

水源地の歴史を担う津久井、その象徴が「津

久井湖」です。貿易の港として栄えた横浜港に

良質の水を供給した津久井の水、日本が外国に

認められた水源、そして近代水道の発祥、横浜

水道に供給したのも津久井の水です。 

 そして、このポトマック河畔構想は如何にし

て観光振興に繋げていくかというのが一番大事

です。津久井の水源地という場所を活かしたも

のにしなければなりません。 

 この構想の一番の目玉は桜です。津久井湖周

辺の桜は本当に素晴らしいと思います。以前に

長野県伊那市高遠の桜祭りを見て、津久井とロ

ケーションが変わらないように思いました。小

高い山の上一面に桜があり、道路を挟んだ脇に

湖がありまして、津久井とよく似たロケーショ

ンですが、すごい人出でした。その時は朝 4 時

頃出掛けまして、現地に 6 時頃着きましたが、

その時間にもう車が渋滞していました。土産屋

も盛っていまして、それを見て津久井もこんな

風になればいいなという思いがありました。 

 地元の色々な方々とコミュニケーションを取

る中で「千本桜の会」を立ち上げることになり

まして、森田会員に会長になって頂き、ポトマ

ック河畔構想を後押しして頂いています。県と

交渉する中で一番の要が「千本桜の会」で桜の

植樹をしているということで、段々と浸透して

きています。 

 また、津久井の水は工業用水などの利水です

が、昨年の台風の時に津久井湖は治水を行う状

況になりました。ですから利水と治水の両方を

担う湖でなければなりません。昨年の台風で緊

急放流をした時に、下流の地域は洪水を防げま

したが、津久井湖上流の青根から道志川沿いの

キャンプ場などは水が溢れ返って、元の状態が

残っていない状況になりました。そして亡くな

られた方や、家が流された方もいました。 

 ダムというのは色々な役目をしていますか

ら、その機能を学んで頂く場所にもしたいと思

っています。ですから景観を良くし、子供さん

には学習ができる場としての観光センターとそ

の周辺というのを一つの目標としています。 

  

 お手元に資料を配布しました「日本のポトマッ

ク河畔構想～津久井湖周辺観光将来ビジョン～」

についてお話します。 

 津久井湖観光センターが老朽化しており、建替

えの問題については数年前から我々が県と話を

してきました。その中で県よりビジョン作成の提

案がありまして、津久井湖周辺の団体の方々に協

力を頂いて始めたのがポトマック河畔構想です。 

 なぜ、ポトマック河畔構想なのかというと、津

久井に由来がある尾崎咢堂が明治時代東京市長

在任中に、アメリカ合衆国に 3000 本もの桜を寄

贈し、ワシントンのポトマック河畔に植樹されま

した。これにより全米桜祭りが毎年開催されてお

り、桜の名所として全米だけでなく世界的にも有

名な場所になっています。ですから津久井の桜を

活かして、こういう構想に繋げていこうというこ

とで、「ポトマック河畔構想」という名称にしま 

した。 

 

 

津久井観光協会会長卓話 

       吉野賢治会員 

・今後の例会ですが、1 月 7 日は例会場が使えな

いため休会です。1 月の例会は 21 日、28 日、 

 2 月は 4 日、18 日、3 月は 11 日、25 日に行う

予定です。4 月以降はコロナの状況を見て 3 月

に決めたいと思います。 

14 日に日赤に寄付金を届けまして、そのあと 

「相模原市緑区地域医療を支える会」の会合に会

長と行って来ました。15 位の各団体の代表が集

まっていまして、寄付金額は 3000 万円の目標ま

であと約 200 万円ということでした。25 日まで

ですから、達成できるのではないかという話でし

た。この会合は毎週行っているので、来週も参加

します。また昨日、テレビ東京のワールドビジネ

スサテライトという番組でこのクラウドファン

ディングのニュースが流れたそうです。 

 26 日の HK ラウンジでの年次総会に、相模原

東クラブからゲストが 2 名参加するそうです。1

人は新入会員だそうで、我々が知っている人らし

く、誰なのかは当日のお楽しみだそうです。 

 



 

 

やっと市も県もそういう土俵の上に一緒に乗

って頂きましたので、これから我々は交渉の中で

どういう建物を作ってもらえるのかという事も

課題になってきますが、一番の要になるのは我々

が観光センターのあり方、ビジョンを訴えていか

なければならないということです。皆様方から

色々な知恵をお教え頂いて、より良い地域作り、

また観光振興の場になればと思います。 

 それともう一つ、資料にトンネルが描かれてい

る絵がありますが、これは我々が希望する一つの

夢です。今、圏央道の相模原インターから津久井

湖の方に来るには、広域道を通り根小屋から県道

65 号線を通って日赤の所へ出るルートと、従来

の川尻の方から来るルートということになりま

すが、資料の絵のように城山にトンネルを通した

いと考えまして、市長と一緒に県にお願いに行き

ました。 

 圏央道相模原インターから津久井湖観光セン

ターの所へトンネルを作ると、900m ほどの距離 

だそうです。津久井地域の活性化のために、この 

 

 

トンネルの構想も含めて進めていこうと取り組

んでいる最中です。 

先々、どうなるかわかりませんし、何年掛か

るかわかりませんが、我々としてはこのビジョ

ンをもとに、何とか観光センターを観光の振興

となる場所にしたいと思っています。 

 皆様方からもご意見を頂き、色々な方々に訴

えながら、地元の方々と一緒に観光振興に繋が

る良い町づくりをしていきたいと思いますの

で、どうぞよろしくお願い致します。 



 

 

 

 

  

スマイル報告 井上 旭委員長 

 

会 水野 茂委員長 

 

津久井中央RC 

水野 茂会員  吉野さん、卓話ありがとうございました。天気が良いのでスマイルします。 

小川洋一会員  当例会場での例会は今年度最後です。12/26 HK ラウンジでの例会楽しみにしておりま

す。皆で楽しく静かに一杯やりましょう。 

田畑和久会員  テレビをつけると、Go To とか政府の批判ばかりで騒がしく、気分良く新しい年が迎え

られるといいのですが。 井上さん、改めて喜寿おめでとうございます。おみやげあり

がとうございました。良い年末年始になりますように。 

高橋幸一会員  井上さん、お土産ありがとうございます。ある学校は学年閉鎖で早めの冬休みになりま

した。またある学校は、今お休みにして、来週の期末試験に備えるそうです。コロナが

早く終息して、沼崎さんのご機嫌がよくなりますようにスマイルします。 

池田豊文会員  井上さん、お土産ありがとうございます。吉野さん、卓話ありがとうございました。 

杉本信一会員  本日サイフ忘れてきましたが、沼崎会員よりいただいたのでスマイルいたします。 

西迫洋美会員  親戚の清水酒店に行きましたら、“酒カス”をもらいました。新酒が今年も出来た事を

すっかり忘れていました。コロナのおかげで大好きな酒を飲む機会がありません。残念

です。 

小山里枝会員  井上さん、かわいいお土産をありがとうございます。まだ、まだ人生これからですネ!!

先日はおめでとうございました。田畑さん、ありがとうございます。エヘヘ。吉野さん、

卓話ありがとうございま～す。 

所谷 弘会員  またまた Go To 中止で、12 月の数少ない仕事がさらにキャンセル…、もう本当に振り

回されっぱなしの 1 年になりました。旅行関係は中止はすぐ出来るだろうけど、また動

き出すのに時間がかかる事を考えてもらいたいな。 

本田泰章会員  久しぶりに皆様にお会いできたのでスマイルします。来月からはしばらく木曜の昼は青

野原の現場から抜ける事は出来ないかもしれません。 

佐藤祐一郎会員 寒いです！ 

具 尚禮会員  お金つかうから、たまらないんだって、田畑さんに言われたので来年からは使わないよ

うにがんばります。本日、“がんばろう協同病院”に寄付してきました。井上さん、あ

りがとうございます。いただきます。 

山口八重子会員 今日はすごく寒かったです。それでもスマイルスマイル。 

八木 勉会員  年末で、バタバタとしております。休みが多くてすみません。 

山﨑和彦会員  聞く前ですけれど、吉野さん素晴らしい卓話をありがとうございました。来週も年次総

会がありますが、1 年間、皆さんお疲れ様でした。寒くなってきましたし、コロナもま

だまだ心配ですが、元気に新しい年をむかえたいと思います。 

吉野賢治会員  今年も後わずか！コロナの影響で大変な年でした。いつまでコロナと付き合えばいいの

ですかね。井上さん、おみやげありがとうございます。今日は卓話を聞いて戴きありが

とうございます。 

森田正紀会員  吉野さん、大変素晴らしいお話しありがとうございました。ぜひ実現出来るように頑張

ってください。楽しみにしています。井上さん、お土産ありがとうございます。 

前沢弘之会員  今日の席は、なんだかお客さまになったような気分です。井上さん、喜寿おめでとうご

ざいます。吉野さん、勇気づけられる卓話をありがとうございました。 

井上 旭会員  先週は例会お休みを頂き、箱根の温泉でのんびりしました。今朝の寒さはこの冬一番の

冷え込みで鳥屋では 6：00 頃、－5 度でした。春 4 月まで冬眠です。 

 

 

 

 

 


