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第 1993 回（本年度 第 30 回） 例会 平成 26 年 3 月 12 日  晴  

  

 

●司会            小林 勇次 副ＳＡＡ 

●点鐘            鈴木 昇二 会  長 

 

●斉唱  「奉仕の理想」  

     ♪ソングリーダー    清水 宏明 会員 

 

●卓話者の紹介         鈴木 昇二 会 長 

次年度第１グループガバナー補佐  中村 眞治 会員 

 

●ゲストの紹介         鈴木 昇二 会 長 

地区大会委員長 川崎ロータリークラブ 斎藤 文夫 様 

 

【ご挨拶】 

昨秋開催致しました地区大会に当たりまして、当日のみな

らず半年間の準備期間を含め皆様方のご協力を得ましてまれ

にみる地区大会を開催することが出来ました。本日は、微意

を差し上げるために参上致しました。これからも一層のご協

力をお願い申し上げ、ご挨拶とさせて頂きます。 

地区幹事    川崎ロータリークラブ 野渡 和義 様 

地区副幹事   川崎ロータリークラブ 横田 圭二 様 

地区大会幹事  川崎ロータリークラブ 野中  茂 様 

【ご挨拶】 

川崎大師ロータリークラブ週報 
第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 

 Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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 当クラブの皆様には、チャリティ･ディナーパーティーを担

当して頂きました。渡辺委員長・清水副委員長をはじめ会員

皆様にお世話になりました。お陰様で、会員動員数並びに収

支的にも暫く記録は破られないかと思います。記念誌に記し

て皆様のご苦労を残したいと考えております。しかしながら、

地区大会はまだ終わっておりません。カンボジアでのかもの

はしプロジェクトの活動に対し寄付金を贈呈し、市川ガバナ

ーがフィリピンの中部災害に義援金をお届けし、4 月 20 日に

は RI2520 地区大会に出席し義捐金を贈呈する予定です。 

本日は、お礼と本大会２日目の DVD をお届けにあがりまし

た。是非ご覧ください。 

川崎ロータリークラブ  会長     酒井 一宏 様 

 

●来訪ロータリアンの紹介    竹中 裕彦 親睦委員 

川崎ロータリークラブ        高橋 賢二 様 

 

会長報告    鈴木 昇二 会長 

１、横浜西 RCより「いのちを育む植樹フォーラム」の案

内がきています。 

２、「成田コスモポリタン RC 創立 20 周年記念野球大会」 

に我がクラブのチームが優勝しました。 

3、東日本大震災から３年たちました。当クラブも佐沼ロ

ータリークラブを通して支援をしております。大川小学校

など避難について忘れてはいけない状況もあるようです

が、復興は終わってませんのでこれからも支援してゆきた

いです。 

幹事報告   清水 宏明 幹事 

１、次週 19 日は休会です。 

２、他クラブの例会変更のお知らせを回覧いたします。 

３、嶋崎 健一郎さんより２月のレポートが届きましたの

で回覧致します。 

４、他クラブの例会案内が届いておりますので、メークア

ップに役立てて下さい。 

 

委員会報告  

ローターアクト委員会      飯塚 元明 委員長 

本日ローターアクトの例会があります。内容は、クラブ協

議会です。川崎ロータリークラブ中野様のご紹介で、入会

予定者２名が参加予定です。皆様も奮ってご参加下さい。 

草野球同好会           沼田 直輝 主将 

3 月 8 日に「成田コスモポリタン RC 創立 20 周年記念野球

大会」に参加し、１試合目は主催クラブに惜敗しましたが、

2 試合目に市川シビックＲＣさんに完勝し、得失点差で優

勝しました。これから市民大会も始まりますのでご声援を

宜しくお願い致します。 

              

 

出席報告           竹中 裕彦 親睦委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1993 回 56 42 23 19 54.76 ％

1991 回 56 45 31 14 68.89 ％

7 修正出席率 84.44 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

安藤 賢一・中村 眞治・石渡 利治・小林 勇次 

坂東 保則・飯塚 元明・内田 省治      各会員 

 

２月ホームクラブ１００％ 

布川 二三夫・船山 昭三・島岡 榮基・遠藤 悦弘 

宮山 光男・嶋崎 嘉夫・炭谷 博功・細谷 重徳 

竹中 裕彦・増田 昌美・竹田 正和・横山 俊夫 

渡辺 冨士夫・清水 宏明・矢野 清久・鈴木 昇二 

石渡 勝朗・水口 衛・牛山 裕子・竹内 祥晴 

宮沢 和德・出井 宏樹・永松 慎太郎   各会員 
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２月出席順位 

３００％  鈴木 昇二 

２７５％  竹中 裕彦 

２５０％  牛山 裕子 

２２５％  横山 俊夫 

２００％  竹田 正和 

１７５％  中村 眞治・清水 宏明・石渡 勝朗 

水口 衛・永松 慎太郎 

１５０％  嶋崎 嘉夫・細谷 重徳・須山 文夫 

１２５％  船山 昭三・遠藤 悦弘・宮山 光男 

炭谷 博功・増田 昌美・矢野 清久 

岩井 茂次・伊藤 佳子・出井 宏樹 

各会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次 会員 

国際ロータリー第 2590地区 

2013-14年度 地区大会 

大会委員長 斎藤文夫様 他 実行員会役員一同様 

先の地区大会では、たいへん御世話になりました。本日、

些少ですが御礼と本会議二日目の記念ＤＶＤを御持ち致

しました。 

川崎ロータリークラブ 斎藤 文夫 様 

川崎港振興協会長として、中村会員の港のスピーチ。大変

嬉しく拝聴いたします。 

川崎ロータリークラブ 高橋 賢二 様 

久し振りですが、お世話になります。 

野沢 隆幸 会員 

家内への誕生祝の花、有難うございます。多くの花の開花

を迎える３月に生まれたことを喜んでいます。 

宮山 光男 会員 

・石渡さん、先日はお目出とうございます。 

・本日所用の為、早退致します。 

中村 眞治 会員 

・千葉大会野球、優勝致しました。竹中エレクトがノーヒ

ットノーラン達成。 

・卓話をさせて頂きます。 

横山 俊夫 会員 

川崎ＲＣの皆様、本日は来訪有り難うございます。赤十字

研修で欠席となり申し訳ございません。 

渡辺 冨士夫 会員 

・川崎クラブの皆様ようこそ。 

・中村眞治様卓話を楽しみにしてます。 

石渡 勝朗 会員 

先日の祝う会には鈴木会長様を始め、沢山の皆様のご臨席

を賜り、無事終了することができました。ありがとうござ

いました。 

牛山 裕子 会員 

本日、ファイアーサイドミーティング、ご出席の方々、よ

ろしくお願い致します。 

鈴木 昇二 会長 

・斎藤先生はじめ４名の川崎ロータリークラブの皆さま、

表敬訪問有難う御座います。本日は、例会を楽しんで頂け

ますようお願いいたします。 

・中村監督、野球大会優勝 おめでとうございます。又、

今日は卓話、宜しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

「中村 眞治様 卓話宜しくお願い致します。」 

鈴木 幹久、船山 昭三、沼田 直輝、出井 宏樹 

竹内 祥晴、前田 良賢、永松 慎太郎、宮沢 和徳 

遠藤 悦弘、竹中 裕彦、中村 孝、岩井 茂次 各会員 

 

卓話者の紹介   鈴木 幹久 プログラム委員長 

 

中村 眞治 次年度第１グループガバナー補佐 

 略歴 宇都宮大学 工学部卒 
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スケジュール予定 

3 月 30 日～4 月 1 日 ＹＥ広島京都研修旅行 

4 月 2 日 台北西門 RC 訪問帰朝報告 

4 月 13 日 地区研修・協議会 2014-15 年度 

      於：東京都市大学横浜キャンパス 

4 月 29 日 インターアクト年次大会＆卒業式 

      於：捜真女学校中学部・高等学部 

 

    1996年 4月 川崎大師ロータリークラブ入会 

    2006-7 年度 クラブ会長 

    地区ＧＳＥ委員長 

 所属団体等 川崎港運協会 整備部会会長 

       川崎港運関連事業協同組合 副理事長 

       市営埠頭千鳥会 理事 

 

地域として東は多摩川沿いに東京都と西側は横浜市と

接する白石、大川町 

そして京浜運河を挟んで扇島までの沿岸約 10Ｋmの海域か

らなっております。 

 私は昭和 50 年 6 月に入社致しました。創業者である父

のところへアルバイト 

で、高校生時代の同級生と「川崎港」に来たのが昭和 35

年でしたので以来 54 年間にわたってのつきあいとなりま

す、川崎港も本年 63年目を迎えます。 

 今回の卓話の資料として「Port of Kawasak」を用意さ

せて頂きました。 

現在、東扇島地区には三菱ふそう、スバル自動車の物流セ

ンターから自動車（完成品）の輸出、また東京電力、プラ

ント企業関係の燃料、原油の輸入、他方日本食肉センター

と各種の冷凍、冷蔵庫群があり、海外便を主に取り扱う日

本郵政公社が開業し著しい発展をとげ物流の一大拠点と

なりましたが、交通アクセスとしては国道 132号線の延長

道路としての海底トンネルしかありません。 

そこで「川崎港東扇島―水江町地区臨港道路整備事業」が

国土交通省により計画され平成 30 年完成予定で、地域住

民に対する説明会が開催されております。 

物流の形態からいうと今後はコンテナによる扱いが主

流となる事から、コンテナターミナルに新たに 3 号機のガ

ントリークレーンを設置し、本年 4月より供用が開始とな

る予定です。航路の拡充と新規開拓については川崎港振興

協会が中心になり官民一体となって取り組んでおります。

川崎市の姉妹都市として港湾ではアメリカのボルチモア、

オーストラリアのウーロンゴン、クロアチアのリエカそし

てベトナムのダナン港があり、業界としては新規航路とし

てダナン港に対して積極的にセールスを行っております。

中国の青島とは定期航路については既にコンセンサスも

とれて現地にてセミナーも開催されています。 

年間のイベントとして川崎振興協会による川崎みなと

祭りが 10月に開催され昨年は 20万人の市民が来場し「港」

への理解と啓蒙活動を行っております。 

東扇島東公園は国の広域防災拠点として災害時には物資

の補給、人的救助を想定して艦船やヘリコプター等による

訓練が行われ首都圏の要となっております。 

私は現在、川崎港運協会の整備部会に所属し協会は 92

社からなり会長店社は東洋埠頭で港湾荷役の形態により

元請業者一部会、貨物検数、専業二部会、整備部会で構成

されております。川崎港は扱い貨物がバラものと言ってコ

ンテナの使用ではなくて船倉にそのまま積み込みます。輸

出はスクラップ、中古自動車等で輸入は木材、石炭、鉄鉱

石、原油等の原材料が中心となっております。 

国が策定し業界が目玉としているものに、京浜港（川崎

港、東京港、横浜港） 

広域連携や国際コンテナ戦略港湾への選定等による貨物

集貨策、港湾機能の充実強化が課題で、川崎港の将来像は

これ等に依拠して発展する事でしょう。 

 

 

 

 

次回例会 ４月２日（水） 

卓話 

女子プロボクサー ライカ 様 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


