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第２０回 例 会 記 録
川崎鷺沼RCとの合同例会

通 算 ： 第 １２１７ 号

例会日 ： 平成 22年 11月 25日

発行日 ： 平成 22年 12月 2日

◆今週のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ：「鷺沼RCとの合同例会 卓話」

◆次回のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ： ｢年次総会」

◆ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ(敬称略)

＊お客様(順不同)

青木克眞様･鈴木正紀様(川崎鷺沼RC会長･幹事)

今夜は高津RCさんとの合同例会を楽しみにしていまし

た｡ぜひ次回は当ｸﾗﾌﾞにお越し下さい｡どうぞよろしく

お願いします｡

持田芳男様(創立25周年実行委員長､川崎西RC)

私共創立45周年には多くの方のご出席のお返事をいた

だき､ありがとうございました｡

＊RC会員(順不同､敬称略)

三富末雄 川崎鷺沼RCとの合同例会､宜しくお願いしま

す｡結婚記念日ということで二人で来ました｡

三家 護 11/22交通安全母の会 前会長猪岡ｶﾂ子氏の

祝賀会に行ってきました｡40年のｵﾂﾄﾒだったそうです｡

青木功雄 小田副市長､卓話宜しくお願い致します。

会員数
出席

義務者
欠席数 出席率 MU

前々回

修正

本日 27 25 3 88.00%

前々回 27 25 9 11月11日分 2 72.00%

クラブ会報委員会
福嶋 徹委員長 茅根正之副委員長
鈴木良一委員 大橋健治委員 編集担当：鈴木良一

点鐘・開会宣言・歌唱

 件 合計 累計 目標額 達成率

ﾛｰﾀﾘｰ財団 15 15,000 190,000 300,000 63.33%

米山奨学会 15 15,000 190,000 540,000 35.19%

ﾆｺﾆｺBOX 17 33,000 307,000 1,000,000 30.70%

ﾌﾚﾝﾄﾞﾘｰBOX 18 22,000 280,000 540,000 51.85%報告

◆会長報告
＊第41回ﾛｰﾀｰｱｸﾄ年次大会開催の案内が届いています。

日 時：12月19日(日)点鐘10:00
場 所：川崎大師平間寺 信徒会館地下大講堂
登録料：ﾛｰﾀﾘｱﾝ ￥1,000 お申込みは事務局まで

◆ 近隣ｸﾗﾌﾞ例会変更のお知らせ
＊川崎幸RC:12月10日(金)を9日(木)18:00～に変更

移動例会 横浜ﾍﾞｲｼｪﾗﾄﾝ ﾎﾃﾙ&ﾀﾜｰｽﾞ
＊川崎鷺沼RC:12月15日(水)夜間例会を早朝移動例会に
変更 8:00～ ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝ノ口「桂林」
12月17日(金) 川崎西RC創立45周年記念式典に出席

＊川崎中原RC:12月16日(木)を15日(水)18:30～に変更
年末家族会 ﾌｨｵｰﾚの森

＊川崎ﾏﾘｰﾝRC:12月16日(木)18:30～川崎日航ﾎﾃﾙ
＊川崎多摩RC:12月16日(木)18:00～ 移動例会 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ
＊川崎高津南RC:12月20日(月)18:00～夜間例会に変更
＊川崎百合丘RC:12月21日(日)を25日(土)18:00～変更

ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ新百合丘 年末家族会

お客様

小田広昭様(川崎市副市長 卓話者）

持田芳男様(創立25周年実行委員長､川崎西RC)

三富瑶子様 中田節子様 杉崎里美様 飯尾智子様

祝慶事
◆会員誕生日
10月 中田俊彦会員 10/19 森山圭介会員 10/3
11月 木嶌士郎会員 11/11 三家 護会員 11/20

志村正夫会員 11/27 相馬 元会員 11/9
大橋健治会員 11/28

◆ご夫人誕生日
10月 飯尾智子様 10/10 菊池昭子様 10/11

中村町子様 10/22 鈴木慶子様 10/30
11月 大橋洋子様 11/5 茅根啓子様 11/27
◆ご結婚記念日
10月 鈴木良一会員慶子様ご夫妻 10/5

中村資敬会員町子様ご夫妻 10/7
杉崎晴男会員里美様ご夫妻 10/9
森山圭介会員 愛様ご夫妻 10/17

11月 本間信治会員和子様ご夫妻 11/2
田中 薫会員律子様ご夫妻 11/3
三富末雄会長瑶子様ご夫妻 11/8
中田俊彦会員節子様ご夫妻 11/20
青木功雄会員亜希子様ご夫妻11/24
相馬 元幹事順子様ご夫妻 11/28

◆入会記念日
10月 三家 護会員 S60.10.24 大橋健治会員 H21.10.22
11月 安原正洋会員 H5. 11.4  相馬 元幹事 H18.11.30

＊川崎宮前RC:12月21日(日)18:00～
年末家族会 移動例会ﾊﾟﾝﾊﾟｼﾌｨｯｸ横浜ﾍﾞｲﾎﾃﾙ東急

＊川崎南RC:12月21日(日)18:00～
年末家族会 川崎日航ﾎﾃﾙ

＊川崎麻生RC:12月22日(水)18:00～
夜間例会に変更 ﾎﾃﾙﾓﾘﾉ

◆ 諸事お知らせ
＊次週12月2日(木)のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑは年次総会です。
＊次週例会後に第6回定例理事会が開催されます。



ご挨拶

卓話「成長戦略と特区」
川崎市副市長 小田広昭様

川崎市のかかわりのあるﾃｰﾏである｢特区｣についてお話
します。
先ず諸外国とわが国の特区の差についてお話します｡

1番目に中国ですが､国が行なった経済特区､これは外資
規制の緩和・外国企業に対する輸出入関税の免除・所
得税3年間据え置きなどの特例措置と地方が行なった経
済技術開発区､これは法人税免除・輸出入関税の優遇・
外資規制の緩和を行ないました。

2番目は韓国､ここは経済自由区域を指定しており､
各種税金の減免・労働規制の緩和・外国人への各種支
援・出入国の簡素化を行い､これと別に地域特化発展特
区､ここでは外国人への各種の規制緩和等を行ないまし
た。
3番目にはｱﾗﾌﾞ首長国連邦のﾌﾘｰｿﾞｰﾝですが､ここは外

国企業への大幅な優遇があります｡
4番目のﾛｼｱは経済特区､ここも主に税金面の優遇策が

あります｡
5番目のﾏﾚｰｼｱはｲｽﾗﾑ金融に対する優遇策を予定して

います。
これに対し、日本で行なわれている特区は各種の規

制緩和はあるものの､税制面では何の優遇策も無いのが
現状です。
中国の経済特区と日本の構造改革特区を比べてみま

すと､中国は国家的視点から区域の指定を行い、規制緩
和税制特例を整えこの特例措置が予め明らかにされて
います。
これに比べ日本の構造改革特区は地域活性化の観点

から地方が国に対して申請をし、規制緩和のみで更に
当該担当大臣の同意を得た上で総理大臣が認定するこ
とになっています。
その結果、主要国の経済成長率を見ると61年代には

2％弱だった中国が2008年には11％まで伸びてきており
60年代後半には11％だった日本の成長率は2％未満にま
で下がってしまいました。
また、日本の法人税率、実質法人税負担率は他国と

比べて異常に高く､5～10年後の魅力ある都市として捉
える世界の感覚は非常に低下しています。

そこで川崎市としては京浜臨海部におけるﾗｲﾌｻｲｴﾝｽ･
環境分野の国際競争拠点の形成並びに京浜国際ｺﾝﾃﾅﾊﾌﾞ
港湾の形成を提案していきたいと思っております。

11月25日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

＊会長挨拶 三富末雄会長

本日は川崎鷺沼ﾛｰﾀﾘｸﾗﾌﾞとの合同例会と言う事で
大勢の皆様にお集まり頂きありがとうございました。


