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お客様
＊7/31
斉藤 二郎様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､

拡大補佐､川崎西RC）：卓話者
高良 明様(第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ､川崎西RC)
川邊 裕様(2016-17年度 地区幹事､川崎西RC）
松川 正二郎様(川崎中原RC)
＊8/7
土方 慎也様(高津区長）：卓話者

来賓挨拶

高良 明様(国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ､川崎西RC)
2016-17年度のｶﾞﾊﾞﾅｰの指名を戴きました｡ﾛｰﾀﾘｰ歴30

年です｡勉強不足､未熟者ですが､一歩一歩前進するよう
勉強させていただきますのでご指導､お力添え､ご支援
をよろしくお願い致します｡

報 告

【第５回７月３１日(木) 】
卓話｢ロータリーについて｣

国際ﾛｰﾀﾘｰ第2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､
拡大補佐､川崎西RC 斉藤 二郎 様

2～3年ぶりに卓話にお邪魔しました｡ｸﾗﾌﾞの雰囲気が
変わりました｡会員増強で若手の入会があったからだと
思います｡会員増強率は地区で5位以内は間違いないと
思います｡2016-17年度10年ぶりに川崎西RCからｶﾞﾊﾞﾅｰ
が出ます｡本日はｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰを受けて初めてのﾒｰｷｬｯﾌﾟ
です｡親子関係ｸﾗﾌﾞ川崎高津､高津南RCの絶大なご支援
がないと乗り切れません｡そこで高良明ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰにお
話をしていただきます｡
＊高良明ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ
今年のRIのﾃｰﾏ｢ﾛｰﾀﾘｰに輝きを｣当ｸﾗﾌﾞの方針｢ｸﾗﾌﾞの

充実と活性化｣は合うのではないでしょうか｡RI会長は
家族を尊重され､仲間を尊重する｡孔子を世界で最初のﾛ
ｰﾀﾘｱﾝだと言っています｡孔子は儒教2500前の方､儒教の
教えは修身生家･治国平天下､修身自らの身を修める･日報 告

＊雑誌広報委員会 森山圭介委員長
Rの友8月号P14､佐藤哲夫会員が投稿された記事ですの

でご覧ください。
＊研修委員会 茅根正之委員長
研修会の報告です｡情報と研修について､情報は聞くだ
け､研修はﾚﾍﾞﾙを上げる為に考え､追求､努力すること｡
R情報委員会が2013-14年手続要覧から消えました｡指導
者開発を目的としたRLI(ﾛｰﾀﾘｰﾘｰﾀﾞｰｼｯﾌﾟ研究会)十分な
知識を持ち､効果的なｸﾗﾌﾞを作り､各種ｸﾗﾌﾞを推進させる
十分な力を発揮させる指導者を育てるﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑです｡
問題点①入会後数年で退会 ②会員のﾛｰﾀﾘｰ知識の低下
③奉仕活動に目が行き過ぎてﾛｰﾀﾘｰの理念の意識の希薄
＊社会奉仕委員会 相馬 元委員長
7/27高津区民祭では､大勢の皆様の協力ありがとうご

ざいました｡募金108,038円､果物･花の売上144,850円､
合計252,888円集めることが出来ました｡東日本大震災の
復興のため理事会で協議の上使わせていただきます｡
＊青少年奉仕委員会 田中 薫委員長
青少年奉仕委員会でｲﾝﾀｰｱｸﾄ､ﾛｰﾀｰｱｸﾄ､青少年交換､ﾗｲﾗ

を学びました｡地区委員長にお話ししていただければと
思います｡

教えは修身生家･治国平天下､修身自らの身を修める･日
本でも明治初期に修身は大事にされた｡生家は家を整え
ること｡治国は国を治める｡平天下は天下を平らにする
自分一人が自分自身が身を修めていただく｡そのために
は自分自身を開いて主体性を持って学んでいかなけれ
ばいけない｡知識を習得し実践して行く｡理論なき実践
は危険である｡逆に実践なき理論は空虚意味がない｡よ
く学んだ上で正しく実践して行く､主体性を持ってまず
自分が理解して実践して行く｡ﾛｰﾀﾘｰの輝きを一人一人
が輝いていく｡
魅力あるｸﾗﾌﾞ作りの基本である｡川崎高津RCの皆様の

益々のご発展をお祈りしてお話とさせていただきます｡
＊斉藤二郎様より引続き
30周年には35名更に40名へと目標を掲げてもらいた

い｡新会員への情報教育が徹底されていない｡
ﾛｰﾀﾘｰの会員は大勢いるが､ﾛｰﾀﾘｱﾝはあまりいない｡野球
でも規則を知らないと見ていてもつまらない｡ﾛｰﾀﾘｰ用
語･規則がある｡3年以内に習得していただく､また取得
した方がﾛｰﾀﾘｱﾝであると思っている｡入会3年以内に古
い会員がＲ情報の勉強をして頂き､新会員にきめの細か
い情報を伝達して行くことをｸﾗﾌﾞとしてやらないと優
秀な会員が入会しても退会してしまう｡
当ｸﾗﾌﾞは1985年に川崎西RCの第3子として当初35名で

発足しました｡地域を共有することで橘地区を主体に会
員の確保に日参して有力な会員候補の方々の所に足を
運びました｡しかしうまくいきませんでした｡２階建て
で発足しました｡鈴木清次特別代表を中心に私も何回か
例会にお邪魔して､ﾛｰﾀﾘｰの情報教育を徹底して行いま
した｡この伝統を30周年を契機に新会員に伝承していた
だきたい｡
地区もﾋﾟｰｸ時より会員も千人位減少しています｡何と

か増強になるよう歯止めをかけてもらいたい｡
最後に9月5日に米山記念奨学会の理事になります｡米山
にもご協力をよろしくお願いします｡
＊謝辞 福嶋 徹 会長
情報教育は半年くらい受けたと思いますが､もうすっ
かり忘れました｡その節はありがとうございました｡
地区協議会のﾎｽﾄｸﾗﾌﾞが回ってくるのではないでしょう
か｡本日は卓話をありがとうございました。



【第６回 ８月７日(木) 】
＊卓話者紹介 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会 鈴木良一委員長

長土方慎也様は東京都出身昭和32年生､大学１年から宮
前区に住み､地元に貢献したいと川崎市を志望、昭和57年
入所。民生局を経て､民生局広報部へ｡以降､総合企画局広
域企画課長、総務局市民情報室長等を歴任。人事委員会
事務局長から高津区長にご就任。今日はよろしくお願い致し
ます。

＊卓話｢１００年後の高津の町のために｣
高津区長 土方慎也様

本日は卓話のｽﾋﾟｰｶｰにお招き頂き､誠に光栄に存じます。
また皆様におかれましては､日頃から地域貢献活動にご尽
力を頂き､また私共高津区政の推進に深いご理解とご協力
を賜りまして厚く御礼申し上げます。

私は名前を土方と申しますが､新撰組の土方歳三とは多分
関係ございません。多分というのは父が川崎の麻生区出身
で､土方歳三の生家が東京の日野市､直線距離で10km位し
かなく、そういった意味でどこかで関係があるのではないか
ということです。

川崎市役所に昭和57年に入所､高津区が宮前区と分区し
た年です。最初は民生局で福祉関係で最初は障害児､その
後生活保護のｹｰｽﾜｰｶｰを経験し､市の広報や総合企画局､
総合計画作りなど担当し､4年前に秘書部長､人事委員会の
事務局長を経て､この4月から高津区長になりました｡高津区
の区役所を担当するのは初めてですが､40年あまり宮前区
に住んでまして､この溝口は愛着のある土地です。

本日は「100年後の高津の町のために」ついて話を致します｡
昨年福田市長が誕生し､新しい総合計画作りを2年間をかけ
て策定しようとしています｡

7月1日現在の高津区の人口は224,379人で、川崎で2番目
です｡現在は市全体で約148万人ですが、2030年に約150万
8千人になる推定です｡2030年をﾋﾟｰｸにして､その後は減少､
2050年には今の人口よりも減る推定です｡
高津区では人口のﾋﾟｰｸが2035年で65歳以上が2050年に
は相当多くなり､一方で年少人口は2030年以降並んでおり､
今現在も転入する子育て世代の家庭が多く､さほど減らない
のではという推計になっております。

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ
＊7/31 (順不同･会員敬称略)
斉藤二郎様(ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､拡大補佐､川崎西RC)
暫くぶりに例会にお邪魔致しました｡どうぞよろしくお
願いします｡
高良 明様(ｶﾞﾊﾞﾅｰﾉﾐﾆｰ､川崎西RC)2016-17年度のｶﾞﾊﾞﾅｰ
に指名されました｡その節はご支援ご協力の程よろしく
お願い申し上げます｡
川邊 裕様(2016-17年度地区幹事､川崎西RC)
久々にお邪魔します｡よろしくお願い致します｡
松川正二郎様(川崎中原RC)お世話になります｡
福嶋 徹 斉藤様､高良様､川辺様､ようこそ｡
大橋健治 斉藤様､本日の卓話宜しくお願い致します｡

もう一つが環境危機時代への取組ということでｴｺ
ｼﾃｨ高津推進です｡高津区ではいち早く対応し例えば
ｹﾞﾘﾗ豪雨対策､土砂災害対策などに具体的に取組に検
討してきているということです｡その中のひとつに学
校流域ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄがあり､地域の中で保水力を高めるこ
と､それから生物多様性を学校を領域にみたてた健全
な水循環のﾓﾃﾞﾙとなる取組を進めてきています。
ご清聴ありがとうございました。
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のではという推計になっております。

こうした状況を見通した上で今後の高齢者政策､子育て政
策を進めていかなければならないと考えているところです。

次は、新たな総合計画の話です。現行計画の策定から9年
が経過して､今後は少子高齢化の進展や人口減少社会が到
来するという見通しの中で新たな総合計画を中長期的な計
画として策定していきます。

総合計画は、基本構想・基本計画・実施計画で3層構造で
作られています｡

先日の区民祭のまちづくりｶﾌｪで区民の皆様465人に関心
のある課題について一番は防災関係でした｡今週の土曜日
にも無作為に抽出された方々にお集まり頂き､意見を頂く機
会も設けております。

地方分権に向けた対応では､区役所組織の改変として、

平成17年に自治基本条例が施行されて､区役所の位置づけ
が変わりました。具体的な例は､土木事務所が道路公園ｾﾝ
ﾀｰと統合されて区役所の組織に変わりました｡また子供支援
室が設置され､保育園や子供文化ｾﾝﾀｰの管理も区役所に
変わってきています｡もうひとつ自治基本条例の中で設置根
拠があって平成18年に作られた高津区区民会議は区におけ
る企画の把握と区民の参加と協働により地域で解決するた
めの調査審議を行う会議としてｽﾀｰﾄしております。

第1期では子供・子育て支援など4つの課題について検討
を進め、第2期では環境まちづくり・地域防災とｺﾐｭﾆﾃｨ、第3
期ではつながるというｷｰﾜｰﾄﾞで新しい形のコﾐｭﾆﾃｨづくり、
第4期では地域防災や自転車の安全運転等を調査審議をし
ています。第5期の区民会議は先月7月から新たに地域課題
を抽出しｽﾀｰﾄをしています。このように地方分権への対応と
いうところで区役所改革が進んで参りました。

具体的な取組みの中で大変重要な項目として防災のまち
づくりと環境に関するものをご紹介します｡東日本大震災の
発生によって高津区も色々な課題が抽出され、防災ﾈｯﾄﾜｰｸ
会議を設置し､課題解決を図っています。施策のﾎﾟｲﾝﾄは避
難所機能の強化とか女性の視点を活かした災害対策の推
進等力を入れていきたいです。

8月29日･30日川崎市の総合防災訓練が開催されます｡ｻﾌﾞ
会場は橘中学校で前日の夜は住民参加型訓練が行われま
す｡9月4日に高津高校体育館で多数遺体取扱訓練が行わ
れます｡

大橋健治 斉藤様､本日の卓話宜しくお願い致します｡
高良様､川辺様、本日はいらっしゃいませ｡
三家 護 いよいよ夏本番です｡健康に気をつけて頑張
って乗り切りましょう！
杉崎晴男 斉藤二郎様､高良明様､川邊裕様よくいらっし
ゃいました｡斉藤二郎様の卓話楽しみにしております｡
鈴木良一 斉藤ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ､本日は卓話を宜しくお願い
致します｡
＊8/7
福嶋 徹 土方様ようこそ｡卓話宜しくお願い致します｡
大橋健治 土方様本日の卓話宜しくお願い致します｡

※R財団目標額：会員数×120㌦×102円 米山目標額：会員数×2万円


