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第 2043 回（本年度 第 37 回） 例会 平成 27 年 4 月 8 日   晴れ 

  

●司会             飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

●斉唱  ♪ソングリーダー    石渡 利治 会員 

                 「四つのテスト」 

 

本日のゲストの紹介        竹中 裕彦 会長 

川崎中央ＲＣ            関  進  様 

川崎中央ＲＣ            伊藤 康人 様 

川崎中央ＲＣ            木村 教義 様 

今週の花言葉         横山 俊夫 花委員長 

 てまり草    花言葉・・・「才能」 

 

地中海沿岸、ヨーロッパ、アジア、南アフリカ原産のナデ

シコ科の植物 

てまり草は、ナデシコの花びらが無く、ガクのみ花。「ま

りも」ではないですよ。 

 

 

会長報告             竹中 裕彦 会長 

第 10 回定例理事会の報告 

漢城ロータリークラブ 40 周年・第 40 回川崎大師薪能 

磯田稔さん入会・次年度の会費・米山梅吉記念館賛助会員

募集等の件 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

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://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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幹事報告             岩井 茂次 幹事 

① 米山梅吉記念館「全国一人１００円募金」の案内が届

いております。本日、募金箱を回させていただきます

ので、ご協力をお願いします。また、館報２０１５年

春号をお送りいただきましたので回覧させていただき

ます。 

② ゆずりは園様より広報誌第５１号をお送りいただきま

したので、回覧させていただきます。 

③ 他クラブの「会報」、「例会変更」が届いております

ので回覧いたします。 

 

委員会報告 

ゴルフ同好会 

国際奉仕委員会         沼田 直輝 委員長 

①昨日、第 2 回竹中年度ゴルフコンペを予定しておりまし

たが悪天候のため延期になりました。 

5 月末頃、再度開催予定ですので皆さんご参加下さい。 

②5 月 13 日から漢城ＲＣ40 周年に行ってまいります。 

現在 11 名の方が参加予定です。参加の方は例会終了後の

打ち合わせにご参加下さい。 

会員増強委員会 

ＩＭ実行委員会       安藤 賢一 実行委員長 

①ＩＭの記念誌がＤＶＤの形で出来上がりました。 

皆さんご協力有難うございました。 

②本日、理事会報告でも報告しましたが、今期 7 人目の新

会員を発表しました。目標まであと３名です。皆さんご協

力お願い致します。 

出席報告           出井 宏樹 出席委員 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2043 回 61 47 31 16 65.96 ％

2041 回 60 48 31 17 64.58 ％

3 修正出席率 70.83 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

メイクアップ 

林  鶴・水口 衛・秦 琢二           

 各会員 

 

スマイルレポート(ニコニコボックス) 

                坂東 保則 副会長 

 

川崎中央ＲＣ        実行委員長 関 進 様 

         会長 伊藤 康人 様 

        副幹事 木村 教義 様 

川崎中央ＲＣ３０周年記念式典には沢山の方にご出席い

ただき誠に有難うございました。感謝申し上げます。 
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親クラブの川崎大師ＲＣ皆様のあたたかな心配りがとて

も嬉しかったです。今後、４０周年５０周年を目指してよ

り良いロータリークラブ作りに努めます。今後ともご指導

の程宜しくお願い申し上げます。 

中村 眞治 会員 

①川崎中央ＲＣ伊藤会長、木村さん、関さん立派な記念式

典でしたね。大成功 

②松井さん入会大歓迎です。楽しみましょう。 

鈴木 幹久 会員 

先日のファイヤーサイドミーティング大変盛大でした。 

久しぶりに親睦を楽しみました。竹田ＰＥには更にお世話

になりました。 

嶋崎 嘉夫 会員 

連日有難うございます。皆様のご厚情に心より感謝申し上

げます。 

小林 勇次 会員 

白井様、本日の卓話宜しくお願い致します。楽しみにして

います。 

松井 昭三 会員 

昨日は姫路城の天守閣に登ってまいりました。往復３時間

掛かりましたが満開の桜が見事でした。 

布川 二三夫 会員 

85才の誕生日を４月１５日に迎えますので。 

安藤 賢一 会員 

①ＩＭの記念誌が出来ました。これにて一件楽着。 

協力多々に感謝。 

②長男が新書本出しました。ちくま書房より 

「働き方の教科書」 

宮山 光男 会員 

６日、中央ＲＣ３０周年出席の皆様有難うございました。 

竹田 正和 会員 

白井様卓話宜しくお願いします。 

川崎中央ＲＣ３０周年お疲れ様でした。とても良い会でし

た。 

本日は弊社の取引先あきるの市、大雪だそうです。体調に

気を付けて下さい。 

岩井 茂次 幹事 

先週の例会から本日まで、ロータリーの職務や行事が続い

ております。ゴールデンウイークが待ち遠しいです。数日

の間、寒い日が続きますので、健康に気をつけましょう！ 

竹中 裕彦 会長 

①川崎中央ＲＣの皆様、わざわざご来会有難うございまし

た。素晴らしい周年記念事業ですね。 

白井隆顕様、卓話宜しくお願いします。 

 

本日のニコニコのテーマ 

白井隆顕様、本日の卓話宜しくお願いいたします。 

松本 和晃・牛山 裕子・鈴木 昇二・水口 衛 

沼田 直輝・出井 宏樹・坂東 保則・宮沢 和徳 

石渡 勝朗・増田 昌美・伊藤 佳子・ 

                    各会員 

 

 

卓話                白井 隆顕 様 

道路の話 

 道路の役割 

都市を縦横断している道路網は、私たちの生活と経済を支

えている社会資本です。人や車に対する交通機能に加えて 

上下水道や、電線類などの公共公益施設を収容し、日照・

通風・防災のための空間機能を有しています。さらに町の

骨格を構成する最も重要な基幹施設です。 

          道路の機能 

交通機能 

○安全性 人や車が安全に往来するための機能 
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○確実性 人や車が目的地までに所定の時間で到達する

機能 

○経済性 到達時間短縮による効率機能 

○自由性 時刻にとらわれることなく往来できる機能 

○快適性 快適に通行・走行できる機能 

空間機能 

○収容空間 上下水道・電気・ガスなどの収容機能 

○防災空間 災害時避難・救援活動確保・火災延焼防止す

る機能 

○環境空間 緑化・採光・通風を確保する 

○景観空間 まちなみを形成する機能 

○文化空間 地域の観光開発を支援する機能 

○通事空間 沿道での会話・近隣家屋への往来・コミュニ

ーション機能 

          道路の弊害 

道路はその多方面な機能により、私たちの生活に大きな利

益をもたらしているが、一方で、騒音・振動・排ガスなど

の環境汚染、渋滞・交通事故・ゴミのポイ捨て等により私

たちの生活に悪影響をもたらすこともある。 

        道路整備の必要性 

効率的で、質の高い創造的な社会の実現の為には道路整備

が重要です。  

例－☆3 環状 9 放射☆ 

（国が重点課題として進める道路整備網） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 月 22 日（水） 

卓話  山田 隆 様 

「未知の国フレンチギアナと蝶の採集」 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

 4 月 29 日  休会 （昭和の日） 
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