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第１８３０回（本年度 第１１回） 例会 平成２２年９月２２日－晴－
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出席報告
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「奉仕の理想」
♪増田 昌美ソングリーダー
昌美ソングリーダー

来訪ロータリアン
来訪ロータリアンの
ロータリアンの紹介

長倉 連治親睦委員長

川崎 RC

守屋 勇志様

川崎マリーン RC

山本 栄次様

会長報告

渡辺 冨士夫会長

１．財団法人ロータリー米山記念奨学会より２００９年度事
業報告が来ています。事務局に置いてありますのでご

覧下さい。
幹事報告
幹事報告

岩﨑 寛出席委員会
寛出席委員会

鈴木 昇二幹事

１．９月２９日の例会は第１グループ市川ガバナー補佐をお
迎えし第４回クラブ協議会が開催されます。その際、各
委員会計画の発表が有ります。各委員長様は取りまとめ
お願い致します。１年に一回の行事です。長時間となり
ますが途中退座のないようお願い致します。
２．米山梅吉記念館１００円募金再度お願い致します。
３．アクトの日の参加御礼が、地区代表中村祐規様から来て
います。本文の一例をご紹介致します。「ガバナーを始
め多くのロータリアンの皆様より－本当に来て良かっ
た、最高だった－の評価を頂きました。今後との変わら
ぬご指導宜しく」との事です。
４．中村ＧＳＥ地区委員の代理として、１０月２日に来日さ
れるＧＳＥを囲んで、歓迎移動例会を開催したい。日時
は１０月８日に行いたいとのことです。詳細は中村地区
委員からご案内が有ります。
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68
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35
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前々回の修正メークアップ

5名

修正出席率

67.79%

メークアップ
長島 亨会員・林 鶴会員・竹中 裕彦会員
船木 幸雄会員・鈴木 節夫会員
スマイルレポート（
スマイルレポート（ニコニコボックス）
ニコニコボックス）
伊藤 佳子副会長
川崎 RC 守屋 勇志様
お世話になります。
川崎マリーン
川崎マリーン RC 山本 栄次様
久しぶりにメークアップにまいりました。
宜しくお願い致します。
旧大師 RC 澤口 みよ子様
みよ子様
先日はファイヤーサイドを当店ご利用いただきありが
とうございます。
武者 惠吾会員
都合により早退致します。
小林 勇次会員
・守屋さん昨日はありがとうございました。
・職場訪問ご参加の皆様ありがとうございました。
石川 庸会員
マリーンクラブ山本さん、川崎クラブ守屋さんようこそ
大師へお越しくださいました。例会を楽しんで下さい。
講師の和田課長、日頃よりお世話になっております。
本日の卓話を楽しみにしています。
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船木 幸雄会員

川崎大師地区まちづくり協議会

ゴルフ大会、大変楽しくプレーができました。

・平成 20 年「未来の大師をつくる会」を母体に大師地

ありがとうございます。

区 17 町会とその商店会等により設立

鈴木 昇二幹事

・引き続き大師らしい景観デザインの方向性について

・草野球同好会の皆様、19 日はお疲れさまでした。

検討するとともに、商業活性化等のソフトも検討して
いく方向

来年又頑張って下さい。
・布野会員、渡辺年度第 1 回ゴルフコンペではお世話に

・商店会の景観形成については部会を立ち上げてすすめ
ることが承認される（H21.8）

なりました。
渡辺 冨士夫会長

大師地区商店街沿道区域景観形成地区連絡会

まだ暑い日が続いています。

・まず表参道地区を先行して検討していくことが決議さ

川崎市和田様卓話を楽しみにしています。

れた（H21.11）

宜しくお願いします。

川崎大師表参道景観形成地区準備会

本日の
本日のニコニコボックス

・平成 22 年 2 月、表参道商業協同組合の理事により設立

まちづくり局
まちづくり局 和田忠也課長、
和田忠也課長、卓話楽しみにしています
卓話楽しみにしています。
しみにしています。

・表参道、仲見世らしい景観形成の方向性を検討

牛山裕子会員・長島亨会員・石渡勝朗会員・寺尾巌会員

＊川崎大師表参道景観形成地区準備会のこれまでの取組＊

鈴木節夫会員

【準備会第 1 回】H22.2.19

委員会報告

・準備会発足（表参道商業協同組合理事）

草野球同好会・ゴルフ同好会
ゴルフ同好会

布野 真治会員

・検討地区の設定（表参道、仲見世）

草野球同好会では９月１９日の市民大会３回戦は９対

【準備会第 2 回】H22.3.24

１で敗退しました。又渡辺年度第１回ゴルフコンペを開

・表参道の歴史的検証

催しました。今回は３組で少なかったのですが、次回は

・他地区事例の検討

多数の参加者をお待ちしています。

【準備会第 3 回】H22.4.26

職業奉仕委員会

小林 勇次委員長

・歴史的検証と景観形成の方向性

御手洗会員、飯塚会員より職場案内報告をしていただき

【準備会第 4 回】H22.7.6

ました。

・景観コンセプトの検討

卓話者の
卓話者の紹介

坂東 保則会員

卓話者：川崎市まちづくり局計画部
景観まちづくり支援課
和田 忠也 様

【街なみかわら版第 1 号発行】H22.7
【街なみかわら版第 2 号発行】H22.9
これまでの検討内容
・歴史的な検証①

卓話

川崎大師は平安時代の大治 3 年に建立され江戸時代には厄除

川崎大師表参道景観形成地区準備会のこれまでの取組

け信仰の対象として繁盛し近世前期から門前町が形成される。

取組の経緯

江戸時代の門前町は平屋で切妻造平入茅葺き屋根を主とした

未来の大師をつくる会

街なみだったとされます。現在の門前町の基礎は明治 20 年代

・平成 16 年表参道商業協同組合を中心に設立

にできました。36 年には三文も完成し大正時代には表参道・

・表参道を中心とした大師らしい景観デザインの

仲見世ともに観光商店が増えてきました。第二次世界大戦中の

方向性を検討

川崎大空襲によって川崎大師を含め辺り一帯が焼失しました。
戦後鉄筋コンクリートの建物に建て直され昭和 50 年代以降現
在のような賑わいのある街なみができあがりました。
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・アイデア４

江戸時代・多くは芽葺平入の建物でした。この時代、道路と敷

建築物の外観（庇、開口部等）
、看板等については、川崎大師

地の間に供出地という土地が存在し建物から１間程度の下屋

の門前町に相応しい「和」を想起すると設えとできるとよい。

があり、その先に半間の庇がさらに供出地にはりだしていまし

・アイデア５

た。敷地境界を示す意味で横長暖簾が見られることも特徴でし

アーケードは、和を想起する設えにできるとよい。将来アーケ

た。

ードが撤去された場合も、軒の位置が連続する街なみとなると

歴史的な検証③
明治時代・明治時代初期に入ると木造瓦葺の２階建てが増加し

よい。
・アイデア６

ます。この頃は、建物本体は敷地境界から１間程度下がって建

低層部はできるだけ店舗が設けられるとよい。やむを得ず店舗

っていました。その結果下屋の上に置き看板を設置する商店が

にならない場合も、門前町の街なみと調和したものになるとよ

増えてきました。明治時代中期以降、建物全体が敷地境界まで

い。

出てきて供出地に半間程度の軒が出、その上に置き看板を置き
その下には袖暖簾が現れるようになりました。
歴史的な検証④
大正から戦前まで・大正時代から戦前の間に供出地が消滅しま
した。その結果、建物全体が更に前に出てきて、短い庇とその

今後の進め方（案）
準備会の活動の周知（かわら版等）
↓
景観形成地区の指定に向けた、沿道地権者の合意形成

下にオーニング（日除け）を設ける建物が増えます。庇の上に

↓

は、面かぶりとよばれる外装が現れそこに壁看板が設けられ始

景観形成地区の指定

めます。
街なみづくりの検討にあたって
・川崎大師表参道・仲見世の現在の街なみには歴史的な建物は残
っていませんが継承される門前町の営みにより雰囲気ある街
なみがつくられています。今後、門前町にそぐわない建物が建
ち、街なみが壊れてしまわないようにまた、より川崎大師らし

↓
景観形成協議会の設立
↓
景観形成方針・基準の策定・告示
↓
景観形成の推進（届出制度及び助成制度の実施）

さのある街なみをつくっていくために、現状の建物の状況や歴
史的な街なみの特徴も踏まえて検討していく。
景観形成の方向性
・アイデア 1
建物の１階と２階の間に高さを揃えた庇を設けて街なみに連

次回例会 １０月６日（水）

続性をもたせることができるとよい。
・アイデア２
通りに対して壁面の位置を揃え街なみに連続性を出すとよい。

月間卓話
地区職業奉仕委員長 鈴木

幹久 様

・アイデア３
低層部（１階、２階）と中層部でデザインを切り分け、低層部

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二

では人のスケール感にあった街なみをつくり、中高層部による
圧迫感の軽減を図れるとよい。
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