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ＳＡＡ 須山 文夫

－晴－

●司会

岩井 茂次 副ＳＡＡ

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

●点鐘

渡辺 冨士夫 会長

川崎ＲＣ
川崎ＲＣ

小口 和久 様

●斉唱

「奉仕の理想」

会長報告

渡辺 冨士夫 会長

♪増田 昌美ソングリーダー
本日の
本日の卓話者紹介

・お大師様よりお願い
渡辺 冨士夫 会長

塩原温泉川崎大師厄除け不動尊 35 周年記念法要を行

白井 勇 様

うということでクラブからのぼり旗の奉納をお願い

川崎ＲＣ
川崎ＲＣ
本日の
本日の特別ゲスト
特別ゲスト紹介
ゲスト紹介
米山奨学生

長倉 連治 新睦委員長

渡辺 冨士夫 会長

林 薇 さん

台湾高雄市 国立中山大学卒
慶應義塾大学 修士課程 2 年目

されました。
クラブとしては「震災復興」「会員の安全」と 2 本
（10,000 円）を奉納いたします。
・殿町町内会相澤様より、当クラブで植樹いたしました

研究テーマ
研究テーマ

多摩川土手の桜が 1 本枯れてしまったとの報告が写

「高臨場映像による
高臨場映像による遠隔医療支援
による遠隔医療支援に
遠隔医療支援に関する研究
する研究」
研究」

真つきでありました。当初 72 本あった桜も現在 60

平成 23 年 4 月～平成 24 年 3 月まで

本ということです。
・地区より義捐金のお願い（会員各 10000 円以上）が
きておりますが、当クラブとしては直接佐沼ロータリ
ークラブを通じ南三陸町の支援をしていこうと理事
会で決定致しました。
・クールビズについて
今年のクールビズ期間について理事会では、節電対策

東京電力株式会社 川崎火力発電所 所長 高野正美 様

の一環とし 5 月 25 日～10 月 26 日までに決定致しま

・川崎火力発電所敷地内にガスタービン発電設備を 1

した。

基緊急設置することについての話がありました。タイ

・第 11 回定例理事会の議事録へ目を通してください。

の EGAT 社より 3 年から 5 年間無償貸与する。

幹事報告

既に工事は始まっており、

・ＲＡＣ関東ブロック研修会の件で現在参加者が 5 名で

鈴木 昇二 幹事

7 月末運転開始を目指している。

す。より多くの参加者を募集しておりますので宜しく

皆様の節電に対するご協力を

お願い致します。

宜しくお願い致します。
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出席報告

岩﨑 寛 出席委員長
会員数

対象者

出

席

欠

席

出席率

1859 回

64

57

37

20

64.91%

1857 回

65

56

32

24

57.14%

前々回の修正メークアップ

10 名

修正出席率

75.00%

メークアップ
嶋崎嘉夫・中村眞治・細谷重徳・渡辺冨士夫・布野真治
白石浩司・石渡勝朗・秦琢二・小林勇次・坂東保則
各会員
4 月度出席順位
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・牛山会員へ、ニューオリンズ国際大会にお気を付けて
行って来て下さい。
竹田 正和 副会長
・同期幹事でした白井先生の卓話を楽しみにしています。
どうぞ宜しくお願いします。
渡辺 冨士夫 会長
・本日は川崎ＲＣ白井様の卓話を楽しみにしています。
宜しくお願いします。
本日の
本日のニコニコの
ニコニコのテーマ
「川崎ロータリークラブ
川崎ロータリークラブ 白井 勇 様
卓話 宜しくお願
しくお願いします」
いします」

275％ 牛山裕子 会員

御手洗征郎・
御手洗征郎・寺尾巌・
寺尾巌・鈴木幹久・
鈴木幹久・神田正彦・
神田正彦・坂東保則

175％ 増田昌美 会員・渡辺冨士夫 会員
150％ 鈴木幹久 会員・竹中裕彦 会員・石川庸 会員
鈴木昇二 会員・武者惠吾 会員・水口衛 会員

125％ 野沢隆幸 会員・村石庄作 会員・伊藤佳子 会員
長倉連治 会員・飯塚元明 会員・谷澤幹男 会員
沼田直輝 会員

石渡勝朗・
石渡勝朗・中村眞治・
中村眞治・竹中裕彦・
竹中裕彦・村石庄作・
村石庄作・長倉連治
伊藤佳子

各会員

合計 ￥30,000

委員会報告
ローターアクト委員会
ローターアクト委員会

武者 惠吾 委員長

・6 月 4，5 日の 2 日間 鶴見公会堂にて開催されます
ローターアクト関東ブロック研修会に是非提唱クラ

ホームクラブ１００
ホームクラブ１００％
１００％
船山昭三・鈴木幹久・宮山光男・野沢隆幸・炭谷功博
竹中裕彦・増田昌美・石渡利治・村石庄作・石川庸
岩井茂次・鈴木昇二・伊藤佳子・水口衛・須山文夫
牛山裕子・長倉連治・飯塚元明・谷澤幹男・沼田直輝
各会員
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
川崎ＲＣ 白井 勇 様
・本日卓話でおじゃまします。宜しくお願いします。
牛山 裕子 会員
・米山奨学生「林薇」さん、ようこそ！
川崎大師ロータリークラブの例会をお楽しみ下さい。
矢野 清久 会員
・先日、竹中グループのファイヤーサイドミーティング
にてドタキャンをしてしまい申し訳ございませんで
した。

ブである私たちも参加したいと思いますのでご協力
の程、宜しくお願い致します。
ゴルフ同好会
ゴルフ同好会

布野 真治 会員

・6 月 15 日今年度最後のゴルフコンペを行ないます。
1 泊移動例会にあわせて開催いたしますので場所は
勝浦ゴルフクラブです。乗り合い希望の方は事前に連
。
絡をお願い致します。
卓話者のご
卓話者のご紹介
のご紹介

坂東 保則 会員

白井 勇 様
77 年

日本大学理工学部建築学科 卒

77～
77～91 年

戸田建設（
戸田建設（株）本社建築設計統括部

92 年

（株）ポロスデザインシステム 設立

日本大学理工学部建築学科 非常勤講師
東京デザイン
東京デザイン専門学校
デザイン専門学校 講師
川崎市福祉のまちづくり
川崎市福祉のまちづくり推進協議会
のまちづくり推進協議会 委員 他

鈴木 昇二 幹事
・白井様「職業を通した社会奉仕のあり方」宜しくお願
いします。
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活動の
活動の概要
・広告物設置状況調査
広告物設置状況調査（Ｈ16
（Ｈ16・
16・18・
18・20 年度実施）
年度実施）

活動の
活動の経過

景観形成基準で規制している窓面広告物、のぼり旗、

・昭和 52 年～60 年 土地区画整理事業

立て看板、広告幕などの設置状況を調査した上で対応

街並み形成に関する土地利用とデザインの基準を定

策を検討する。調査結果として今後景観形成基準の見

めた「上物建設マスタープラン」を作成

直しを視野に入れている。

・平成 10 年 8 月
新百合ヶ丘駅周辺都市景観形成地区に指定
・平成 10 年 12 月
新百合ヶ丘駅周辺景観形成協議会設立
・平成 12 年 2 月
景観形成方針・基準の告示
「上物建設マスタープラン」を基本として基準の検討
を行った
・平成 16 年～ 広告物現況調査
広告物の設置状況を把握し、対応策を検討
・平成 17 年～ 落書き
落書き消し活動

・落書き
落書き消し隊の活動（Ｈ
活動（Ｈ18
19・20 年度実施）
年度実施）
（Ｈ18・
18・19・
麻生まちづくり市民の会と景観形成協議会を母体と
して平成 17 年度に結成したボランティア団体。駅周
辺の落書き消しや区内の町会・地区の依頼による「出
前落書き消し」を実施し、区内・駅周辺の美化や防犯
抑止を目指した活動を行う。
・ペデストリアンデッキデザイン案
ペデストリアンデッキデザイン案・
駅周辺サイン
駅周辺サイン計画
サイン計画の
計画の検討（Ｈ
検討（Ｈ19
（Ｈ19 年度実施）
年度実施）
平成 19 年度に「新百合ヶ丘駅周辺整備に係る検討会
議」開催に向けて麻生区役所から景観形成協議会に参
加依頼があり、協議会委員として多くの委員が参加。

「麻生まちづくり市民の会」と共催で行う

駅周辺の景観形成という観点から「芸術のまちしんゆ

平成 21 年度からは区の共同事業として独立

り」に相応しいデザインを検討した。

・平成 19 年～ Kirara@アート
Kirara@アートしんゆり
アートしんゆり

・Kirara@アート
Kirara@アートしんゆり
アートしんゆり (駅周辺イルミネーション
駅周辺イルミネーション企画
イルミネーション企画)
企画)

協議会の主要メンバーが中心となり駅周辺のイルミ

（Ｈ19
（Ｈ19・
20・21 年度実施）
年度実施）
19・20・

ネーションを企画。景観形成協議会は協賛団体として

北口、南口駅前やアートセンター前の街路樹にクリス

参加

マスイルミネーションを行う企画。多くの主催、関連
イベントを通して、様々な団体、個人、行政が協力し
合い、新百合ヶ丘の街の活性化を図っている。
景観形成協議会の主要メンバーが中心となってイベ
ントを企画し景観形成協議会は協賛団体として協賛
金を出資している。
・会員増強
かねてからの課題として挙がっていたが H21 年度か
らは各自治会・町内会長・日本映画学校・昭和音楽大
学など地区内の主要メンバーによる多数の新規加入
が得られ、今後より活発な協議会活動を目指す。
次回 6 月 1 日（水）例会
卓話
「ロータリー夜話」
第 2590 地区パストガバナー
成田 行雄 様
クラブ会報委員会：村石庄作／水口衛／秦琢二
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