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第37回(通算1325回)4月4日(木)｢君が代･奉仕の理想」

第38回(通算1326回)3月11日(木)｢我らの生業｣
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点鐘・開会宣言・歌唱 第１９例会記録(プログラム)
【第３７回 ４月４日(木)】

会員卓話「市政について」

青木功雄 会員
始めに祖母(97才)の死去のこと､会社設立(車にﾌｨﾙﾑを
貼る)の話

◆3点について立場上判断しにくい課題をお話します｡
1.市長選挙
11月に川崎市長選挙があります｡3期12年の条例を作

ったので辞めるのではないか｡4月名古屋市長､5月千葉

市長､6月さいたま市長選挙がそれぞれ行われ､いずれも
市会議員が立候補予定です｡先日ｶﾒﾗﾏﾝで全国政令市の
自民党市会議員の代表が集まって自民党本部で会合が
あり出席しました｡本部からは石破幹事長､菅官房長官､

竹下組織本部長の3人でした｡7月参議院選挙があるので
それまでﾏｽｺﾐの目も厳しいので､はたして党本部として
どこまで応援できるか､公認はむずかしい｡どう判断す

るか｡自分は応援に行こうと思っています｡川崎市長選
挙について苦慮しています｡
2.補正予算
資料ｾﾝﾀｰ建設予定地は｢(仮称)ものづくり ﾅﾉ医療

ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ ｾﾝﾀｰ｣です｡特区で国から指定されました｡
特区の希望は60か所あり､川崎市も希望し､15か所が

採択され川崎市も許可がもらえました｡予算は35億円､
これは建物の建設だけで土地その他には使えない｡結局

国より35億､市補正で26,4億､プラス10億､合計で80億円
くらいの予算になります｡

がん治療など最先端医療の開発研究を行う役所ｻｲﾄﾞ

ではこんなすばらしいﾌﾟﾛｼ ﾞｪｸﾄがあると言われるが､果
たして市税を使って大丈夫かというのが市会議員とし
ての立場です｡川崎で生まれた特許技術が全国の人々､
全世界の人々を救うことは素晴らしいこと｡しかしその

特許料はどこに入るのか?川崎市民は優遇されるのか?
そういう約束はない｡

もう一つ神奈川口構想､羽田の第4滑走路が出来る前
に羽田を国際線にして沢山の人を呼込もうと羽田と川

崎市に橋を架ける構想です｡川崎市､横浜市､神奈川県が
各100億円ずつ出資し､300億で橋を造る確約をした市長
自民党市議と共に進めたが橋は出来ていない｡大師の人
は怒っている｡返済が始まる｡行政は特区､ﾏｲｺ ﾝなど構想

を立てるが､その責任は誰が取るのか｡市長も議員も変
わる｡最終的には川崎市民ではないか｡本当に実効性が
あるのか､川崎市民にとってﾒﾘｯﾄがあるのか｡道路整備

もすることになっていたがなかなか出来ていない｡
夢を描くことも大事だが､透明性の高い市議会にして

いかなければならない｡
財政出動に公共事業､新しい事業が増えているが､出来

ているか｡
川崎市民の負担がかかっても市債を発行して､その分

国から金を持ってきて川崎市の事業を増やすのがいい
のか決断して行かなければならない｡

3.学校給食
今中学校で給食はやっていないので､要望が多い｡
幼稚園も2～3年で変わる｡6歳まで無料にする案が出て
いる｡いずれもいつかは決断をしなければならないと思

います｡

報告
◆ 理事会報告
1.5月のｽｹｼﾞ ｭｰﾙ
5月 2日(木) 休会(定款細則により)

9日(木) 移動例会 生田緑地
16日(木)⇒18日(土)移動例会 献血活動

23日(木) 夜間例会
30日(木) 移動例会 養護学校慰問

2.3月28日(木)花見ご夫人ﾃﾞｰ決算書 承認
3.5月9日(木)移動例会 生田緑地 日本民家園

藤子不二雄ﾐｭｰｼﾞｱﾑ ﾌﾟﾗ ﾈﾀﾘｳﾑ見学
4.6月27日(木)最終例会 ﾏﾘﾝﾊﾞ演奏 奥平哲也様

◆4月16日(火)川崎百合丘RC35周年記念式典に
三家ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐､会長幹事で出席しました｡

◆ 4月18日(木)の例会は19日(金)川崎西RC主催の
｢R情報ｸﾗﾌﾞ合同ｾﾐ ﾅｰ｣に移動例会になります｡
その後川崎西RCの例会に出席します｡
(登録料はｸﾗﾌﾞより)



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

◆4月4日(木)(順不同､敬称略)
三家 護 4/5明日は入学式です｡新入生を交通事故か
ら守りましょう｡
茅根正之 青木会員､卓話楽しみにしておりました｡
宜しくお願い致します｡
三富末雄 花見夫人ﾃﾞｰではﾌｨｵｰ ﾚの森をご利用頂き､
お楽しみ出来ましたでしょうか?これからもよろしく｡
青木功雄 本日は卓話の機会をありがとうございます｡
また先日祖母の葬儀にご会葬､お香典など賜りお礼申し
上げます｡
◆4月11日(木)
三家 護 4/15まで春の全校交通安全運動が行われて
います｡毎日どこかで取締りが行われていますので､
十分注意して下さい｡
茅根正之 持田裕弘会員､今日の卓話はどんな話をして
頂けるか楽しみにしております｡

出席報告
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4月4日 28 26 19 7 7 3 % 10 7 88 %

4月11日 28 26 16 10 6 2 % 4 4 100%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

4/4 15 15,000 348,000 300,000 116%

4/11 12 12,000 360,000 300,000 120%

4/4 15 15,000 363,000 500,000 73%

4/11 13 13,000 376,000 500,000 75%

4/4 15 19,000 528,000 800,000 66%

4/11 12 12,000 540,000 800,000 68%

4/4 13 13,000 440,000 600,000 73%

4/11 11 11,000 451,000 600,000 75%
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クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 三富末雄 石川演慶

【第３８回 ４月１１日(木)】
会員卓話 ｢川崎高津ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ設立の話｣

持田裕弘 会員

皆様こんにちは｡本日は貴重な時間を頂き､私の卓話

をさせて頂きます｡先ほど時間が30分たっぷりありま

すと紹介がありましたが､私は元来話が下手で､これも

ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌ ﾞに入会させて頂き､多少話せる様になったと

ﾛ-ﾀﾘｰｸﾗﾌ ﾞのﾒﾘ ｯﾄを述べさせて頂きます｡

本日は新入会員が増えて来た事により､当ｸﾗﾌﾞの設

立当時の話をさせて頂きます｡設立は昭和60年5月16日

当時35名の創立会員で川崎西ﾛ-ﾀ ﾘｰｸﾗﾌ ﾞがｽﾎﾟ ﾝｻｰｸﾗ ﾌﾞ

として､特別代表が鈴木清次さん､拡大補佐が中村欽吾

さん､斉藤二郎さん､恒川憲司さん､それから私であり

ました｡残念ながらその内､中村欽吾さん､恒川憲司さ

んが他界されております｡

川崎高津ﾛｰﾀ ﾘｰｸﾗﾌ ﾞがﾛｰﾀ ﾘｰｲﾝﾀ -ﾅｼｮﾅ ﾙより正式に認

証される祝いとしてﾁｬ-ﾀｰﾅ ｲﾄと称する認証伝達式が

昭和60年10月5日に､現在はなくなった亀屋会館で開催

されました｡その式典へ参加していただくために､理事

は小田原､津久井と遠方のｸﾗﾌﾞへ､一般会員は近隣ｸﾗﾌﾞ

へと35名全員が参加してお願いに参ったことが非常に

懐かしい思い出です｡現在その35名のﾁｬ-ﾀｰﾒﾝ ﾊﾞｰも

茅根正之会長､木嶌士郎会員､福島徹会員､古屋光克会

員と私の5名になってしまい､これから創立30周年記念

を迎えるに当たり寂しい気持ちであります。

私は当初川崎西RCでﾛｰﾀﾘ ｰ会員になりましたが､入会

後会員増強委員を経て委員長となり､3年間在籍の後､

新ｸﾗﾌﾞ創立を当時の津田進ｶﾞﾊﾞﾅ ｰの要請で川崎高津RC

を設立させましたが､その過程で当ｸﾗﾌ ﾞへ転籍となり

ました｡新会員の増強は主に橘地区を重点的に行いま

したが､ﾛ-ﾀﾘｰｸ ﾗﾌﾞの認知度が低い事もあり､新会員の

出身は川崎西RCと同様に高津地区が主となりました。

当ｸﾗﾌﾞは創立30周年を迎え､ｸﾗ ﾌﾞが大変成熟して来

ており､会員のﾚﾍﾞﾙも向上しております。

私もｸﾗﾌﾞの成長に伴い老いて参りまして今年78歳を迎

えます。私の後任は孫を入会させるつもりですが､

まだ30歳で新婚でもありますので､暫くは私が会員と

して頑張る予定です｡

少し時間が残っておりますが､本日は設立当時にお

世話になった方々に対する感謝の気持ちを､皆様にも

持って頂く事をお願い致しまして､私の卓話を終了さ

せて頂きます。


