
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1331 回 （本年度 14 回） 

平成 27年 10月 22日（木） 例会 

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   古 越 孝 男 会場監督 

斉  唱 「それでこそロータリー」 

会員出席報告 徳安 久是 親睦委員 

欠席者：若狭会員、髙木会員  

お客様紹介 市川 功一 会 長   
福田 紀彦 様（川崎市長・ゲストスピーカー）  

高木    一 様（市長秘書） 

高梨能理子 様（新横浜ＲＣ）  

山室  宗作 様（神奈川 RC） 

鈴木  憲治 様（川崎麻生 RC) 

村田  眞一 様（川崎南 RC） 

伊藤    稔 様（川崎中 RC） 

萩原ひとみ 様（川崎中 RC） 

市川    清 様（川崎北 RC） 

松波    登 様（川崎北 RC） 

内藤  松雄 様（フィレンツェ・ナイトー) 

宮下  敏子 様（フリーアナウンサー) 

長沼  真吾 様（東京書籍） 

大島    昇 様（T.C.SPACE） 

洪    基樹 様（せいじ建築設計事務所） 

松波  太郎 様（日本ビューテック） 

野口  雅章 様（シロックス） 

井上  英一 様（EI コンサルティング） 

東出 隆弘 様（ＴＲＣ） 

茂内  優憲 様（しげない法務事務所） 

大羽  将裕 様（スポーツアカデミー新城） 

花房    愛 様（富士見商事） 

原  マサ代 様（ハーラーズ） 

藤嶋とみ子 様（中原区文化協会） 

長浦  厚子 様（ピッコロ） 

今井    敬 様（エレクトリックアーキテクト） 

佐野    正 様（佐野デザイン事務所） 

内藤  岳史 様（エレックス工業株式会社） 

原    正子 様（会員家族） 

市川  芳子 様（会員家族） 
丁   中斐 君（米山奨学生） 

 

本日のミニ情報 市川 功一 会長 

ＧＳＥについて：若い職業人を対象に、毎年、団長以下

５人のメンバーで諸外国の秀れた職業情報や行政システ

ムを学ぶために、１ヶ月をかけて職業研修を実施していま

す。 メンバーは４０才までの若い職業人を募って、ロー

タリーの財団資金により、派遣費用をまかなって実施して

います。 派遣先の外国では、ホームスティをしながら、

友好・親善を図ると共に職業情報の基礎を成す各国の風土、

習慣などにも触れていただく素晴らしい機会になってい

ます。現在はこのプログラムは廃止になりました。 
  

会長報告 市川 功一 会長（10 月 29 日） 

１．本日はガバナー補佐をお迎えしてのｸﾗﾌﾞ協議会です。 

  全会員出席とさせて頂きます。 
 
２．11 月 14 日(土)地区大会の本会議にて長寿会員の 

表彰が予定されております。今年度、第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ 

の代表として仁上喜久夫会員にご登壇頂きたい 

との依頼がありました。宜しくお願い致します。   
３．中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会開催案内 

  日時：平成 27 年 11 月 5 日(木)10：00～  

会場：中原区役所 5 階 503 会議室     
幹事報告 会田 公雄 幹事（10 月 29 日） 

１．地区からの来信 

①クラブ奉仕委員長会議開催のご案内。 
 日時：2015 年 11 月 17 日(火)15：00-17：30 
 場所：メモワールプラザソシア２１  

２．他クラブ例会臨時変更 
●新川崎RC  

11月11日(水) 1000回記念例会 「煌蘭」 11月18日⇒14日(土) 地区大会参加 

●川崎北RC  

11月11日⇒14日(土) 地区大会参加 

 12月16日(水) 年忘れ家族会 点鐘18：00 

横浜ベイｼｪﾗﾄﾝﾎﾃﾙ＆ﾀﾜｰｽﾞ  

 12月23日(水･祝)・30日(火) 休会 

●川崎鷺沼RC  

11月11日⇒14日(土) 地区大会参加 

 12月16日(水) 年末家族会 点鐘18：00 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ  

 12月30日⇒18日(金) 移動例会  

川崎西RC創立50周年記念式典･祝賀会に出席  

●横浜あざみRC  

11月18日(水) ｱｰﾄﾌｫｰﾗﾑあざみ野 点鐘12：30  
３．他クラブ会報の回覧  本日はございません。  
４．次週 11 月 5 日(木) 例会前 11 時 00 分より  

定例理事会を開催致します。 

理事･役員各位のご出席をお願い致します。  

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２５名 ２２名 ３名 ９１,６７％ 

前々回(10月８日)欠席 11名 Make up 5名 ８６,３６％ 

 

 
 

 川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



卓 話 川崎市長 福田 紀彦 様 
「私がアメリカで学んだこと」 

 私は普段、市政の話を中心にして

おりまして、私の個人的な体験話は

初めてします。私は麻生区で育ちま

した。高校受験の頃、父の転勤で米

国ジョージア州アトランタで高校生

活を送ることになりました。英語は

大の苦手で初めはハローしか言えな

かったのです。半年くらいは何を聞

いても笑っていました。英語の古典はもっと分かりませ

んでした。部屋のテレビで日本のアニメを聞いていまし

た。英語のしゃべり方のパターンが分かるからです。そ

んなことでだんだん慣れてきました。 

私は日本で 5 歳の時からボーイスカウトに入っていま

したので、あちらでもすぐに入りました。英語が少しわ

かるようになった頃、友達が「僕たちの町には信号が二

つしかない、もう一つ付けよう」と言い出しました。そ

の意見はクラスの友達を、ご近所を、大人たちを、教会

を巻き込んで大きな輪となって最後は市長さんに直談判

をして、３つ目の信号が付くことになりました。何も政

治に係ってこなかった高校生（自分）からすると、「信号

を」高校生がいったい何ができるのかと、感じたのです

が。ここに出てくる一般的な市民、子供たちが自分たち

の町に何が必要かと十分に考え、議論してそして責任あ

る立場の人に働きかけをしていく。何て政治が近いのか、

自分たちの生活の中に政治がある。私はいつしか政治家

になりたいと思いだすのです。 

アメリカの公立高校では政治の勉強をする授業があり

ます。（アメリカでは投票権は 18 歳からあります）先生

が大統領選挙で自分の応援している政党への投票を生徒

に要請することがあります。 

生徒たちはディヴェートの授業で「自分の意見をしっか

り言う」「相手の意見を受け止める」という勉強をしてい

るので、先生の要請に対してしっかりと議論をしてその

あとは根に持つことなく議論を終わる事が出来ます。「政

治って面白い」と思えるようになりました。 

 私は高校 3 年間しかアメリカに居ないので、大学は引

き続きアメリカで過ごすことにしました。両親の反対を

押し切って、いい先生がいるファーハン大学の政治学部

に入りました。勉教して何を学んだかというと、多様な

意見を認め合うという寛容さは重要であるということ。

アメリカは人種の坩堝。いろいろな人種の人たちが、そ

れぞれのバックグランドを持った人たちが集まって一つ

のコミュニティあるいは国家を形成していますから、自

分の主張をしっかりする。きちっと議論をして最適なも

のを生み出していく技術を持つことができる。多人種で

多文化だからこそアメリカは発展してきたのだと思いま

す。まさに多様性が可能性のだと思います。 

 私はこう云う処で育ってきましたので、いま日本がお

かれているところはもっともっと開かれなければいけな

いし、寛容でなければいけないし、多文化を受け入れ、

認め合い、可能性につなげなければという文化をもっと

もっと拡げなければいけないと思います。 

 川崎市は現在 147 万人が住んでいます。全国で 7 番目

です。3％が外国籍の人たちで現在も増え続けています。

ここ 20 年間で国籍の構成が変わったそうで、現在は中国

籍がトップです。インド籍、ベトナム籍がすごい勢いで

増えています。今まで川崎あるいは日本に住んでいなか

った人たちが増えています。これは川崎あるいは日本が

発展する大きなチャンスだと思っています。その可能性を街

造りの中にどのように生かしていくかが課題だと思います。 

 今日の朝 9 時に全国障碍者スポーツ大会の選手を送り
出してきました。5 年後に東京オリンピック・パラリンピ
ックがきますが、川崎が何を目指しているかというと、川
崎パラムーブメントというものを目指しています。「オリ
ンピックよりもパラリンピックに力をいれます、応援しま
す」ということを明確に発信しています。「パラ」の語源
の「パラレル」の意味は「並行」です。障碍者と健常者が
まさに並行して共生している社会、いろんな国籍の人たち
がお互いを認め合い、混ざり合って暮らしやすい町へと、
ハード、ソフト、ハートと市民の意識を川崎から変えてい
くことを考えています。川崎市民が住んでいる町に誇りを
持てるようにしていきたいと思っています。このようなこ
とはアメリカで学んだことが源流にあると考えます。 
 

ニコニコ報告  徳安 久是 親睦委員 
長沼 真吾様（東京書籍） 

本日はロータリークラブの例会にお招きいただき有難う
ございます。市川会長はじめ会の皆様に感謝申し上げます。 

高梨 能理子様（新横浜ＲＣ） 

 福田市長の卓話、楽しみに参りました。 

山室 宗作様（神奈川ＲＣ） 
本日はお世話になります。また、日頃より市川会長さんに
はいろいろご助言を頂いており感謝申し上げます。 

鈴木 憲治様（川崎麻生ＲＣ） 
久しぶりにお伺いしました。よろしくお願い致します。 

伊藤  稔様（川崎中 RC） 
日頃市川会長はじめ中原ＲＣの皆様にはお世話になっ
ております。本日は宜しくお願い致します。 

萩原ひとみ様（川崎中 RC） 
いつも大変お世話になっています。本日は福田市長様のお
話楽しみにしております。どうぞよろしくお願い致します。 

市川  清樣（川崎北 RC） 
本日はお世話になります。 

松波  登様（川崎北 RC） 
お世話になります。 

市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
  本日は川崎市長の福田様には公務ご多忙の中、私たちの
例会に参加頂きありがとうございます。また大勢のゲス
トの方々にもご来場いただき有難うございました。今日
は普段聞けないお話が聞けると思いますのでご期待く
ださい。 

都倉八重子 会員 
福田様、いつも父がお世話になっております。 
本日は卓話宜しくお願い致します。 

ＳＡＡ一同 
 築地に行ってきました。場外市場は訪日外国人で身動き
が取れない位混雑していました。移転前に一度は行って
みる価値はあります。 

「みんなニコニコ」  
福田紀彦市長始め多くの皆様にはお忙しい中ご来会を賜
りましたこと心より厚く御礼申し上げます。 
河合  束会員 MR.SUZUKI 会員 小泉 正博会員 
島田 叔昌会員 仁上喜久夫会員  山本  剛会員 
工藤 和弘会員         

親睦委員会一同 
市長、お忙しいところご来会ありがとうございました。 
卓話心待ちにしておりました。  

 
次回 １1月 5日予定  会員お祝い  
卓話：㈱証券ジャパン調査情報副部長増田克美様「株式展望」 

ニコニコボックス 本日 32,000円 累計 283,000円 

記念日ニコニコ 本日 0円 累計 30,000円 


