
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1382回 （本年度 20回）  
平成 28年 12月 15日(木)  
疾病予防と治療月間 
 

【福田 紀彦 川崎市長を迎えて】 
 

点  鐘  戸張 裕康 会長 
 

司  会  工藤 和弘 副会場監督 
 

斉  唱  「我等の生業」 
 

会員出席報告 山本 剛 出席・親睦副委員長 

欠席者：高木会員、堤会員 
 

お客様紹介    戸張 裕康 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） 

石塚  勝 様（第 2 グループガバナー補佐） 

高梨能理子 様（新横浜ＲＣ・副会長）  

犬井謙太郎 様（新横浜 RC・ｸﾗﾌﾞ国際奉仕委員長） 

山室  宗作 様（神奈川 RC） 
久本  弥 様（横浜本牧ＲＣ）  

蓑口 昌明 様（川崎 RC） 

村田 眞一 様（川崎南 RC） 

親松 裕明 様（川崎百合丘ＲＣ・幹事） 

古澤 利夫 様（川崎百合丘ＲＣ） 

鈴木  憲治 様（川崎麻生 RC) 

市川    清 様（川崎北 RC） 

吉岡 憲士 様（川崎北 RC） 

川野 正久 様（川崎北 RC・ＰＧ） 

松波    登 様（川崎北 RC・会長） 

大塚 正一 様（川崎北 RC・幹事） 
宮崎 秀樹 様（川崎北 RC） 
松下 幸夫 様（川崎北 RC） 

クルーズ 由美子 様（川崎北 RC） 

伊藤    稔 様（川崎中 RC） 
上原 伸一 様（川崎中 RC） 
萩原ひとみ 様（川崎中 RC） 

市川 郁夫 様（川崎とどろき RC） 

石塚 陽子 様（川崎とどろき RC）  

井上  隼 様（川崎とどろき RC） 

原  マサ代 様（㈱ ハーラーズ・友の会会員） 

藤嶋とみ子 様（中原区文化協会・友の会会員） 

佐野   正 様（佐野デザイン事務所･友の会会員） 

内藤  松雄 様（㈲フィレンツェ・ナイトー） 

長浦  厚子 様（ピッコロ） 

千石 雅仁 様（東京書籍） 

長沼  真吾 様（東京書籍） 

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） 
石塚 由章 様 ㈱石塚建材 
関口 能長 様 ㈱セキユウ工務店 
矢場 春實 様 ㈱矢場建設 
瀧永  聡 様（天然素材蔵） 
市川  芳子 様（会員家族） 
 

ニコニコ報告 山本 剛 出席・親睦副委員長 
 
◆石塚 勝 様（川崎鷺沼 RC） 
 いつも大変お世話になります。本日はメイクにお

伺いいたしました、よろしくおねがいします。 
◆犬井 健太郎 様 （新横浜 RC）  
国際奉仕活動で南アフリカ学習支援プロジェクト
の支援お願いにやってきました。よろしくご協力
のほどお願いします。 

◆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。よろしく
お願いいたします。 

◆山室 宗作 様 （神奈川 RC） 
日頃より皆様に大変お世話になっております。 

◆簑口 昌明 様 （川崎 RC） 
本日メイキャップでお世話になります。 

◆親松 裕明 様 （川崎百合ヶ丘 RC幹事） 
市長卓話、楽しみに来ました。 

◆古澤 利夫 様 （川崎百合ヶ丘 RC） 
福田市長の卓話を楽しみにしております。 

◆鈴木 憲治 様 （川崎麻生 RC） 
福田市長の卓話を楽しみにしています。 
市川様お誘いありがとうございます。 

◆市川 郁雄 様 （川崎とどろき RC） 
本日はお世話になります。 

◆石塚 陽子 様 （川崎とどろき RC） 
本日はメイクアップツアーでお邪魔させていただ
きありがとうございます。よろしくお願いいたし
ます。 

◆井上 隼 様  （川崎とどろき RC ） 
本日はお世話になります。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

26名 20名 6名 90.91％ 

前々回(12月 1日)欠席 6名 Make up 1名 87.50％ 

 

 
 

 

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 第１・第３木曜日 PM12:30～ 第 2・第４木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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会長・戸張 裕康  幹事・都倉八重子  会場監督・江口 進  会報委員長・小泉 正博   

事務所・〒211-0063 川崎市中原区小杉町 3-70-4 ホーユウパレス武蔵小杉 104 
TEL.044-722-7282 FAX.044-722-0066 E-mail:info@nakahara-rc.com 

 

『人類に奉仕するロータリー』 Rotary Serving Humanity 

ＲＩ会長 ジョン・ジャーム 第２５９０地区ガバナー 高良 明 



◆伊藤  稔 様 （川崎中 RC） 
本日はお世話になります。 

◆上原 伸一 様 （川崎中 RC） 
お世話になります。 

◆萩原 ひとみ 様（川崎中 RC） 
本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

◆松波  登 様 （川崎北 RC 会長） 
松下 幸夫 様 （川崎北 RC） 
お世話になります。 

◆川野 正久 様 （川崎北 RC） 
福田市長の貴重な体験談を拝聴させていただきます。 

◆市川  清 様 （川崎北 RC） 
本日はお世話になります。 

◆吉岡 憲士 様 （川崎北 RC） 
本日はお世話になります。 

◆クルーズ由美子様（川崎北 RC） 
本日は宜しくお願い致します。 

◆宮崎 秀樹 様 （川崎北 RC） 
メイキャップツアーに参加しました、卓話楽しみです。 

◆千石 雅仁 様 （東京書籍） 
今後ますますのご発展をお祈り申し上げます。 

◆長沼 真吾 様 （東京書籍） 
本日はお招きいただきまことにありがとうございま
す。福田市長様のご講演を楽しみにお伺いしました。
川崎中原ロータリークラブの益々のご発展を祈念し
ております。 

◆戸張 裕康 会長・都倉 八重子 幹事 
本日は多くのゲストの方をお迎えての川崎市長福 
田様の卓話です。本当にありがとうございます。 
日露会談も気になりますが、…尚、5月 20日(土)に
当クラブ 30周年記念式典を行います、これからもよ
ろしくお願いいたします。 
 

「みんなニコニコ」 福田市長ようこそ！！！ 
徳安 久是 会員・若狭 滋則 会員・高瀬 建夫 会員 

小泉 正博 会員・山本  剛  会員・市川 功一 会員 

宮崎 玲児 会員・鈴木 次男 会員・神谷 直 会員 

小林 正樹 会員・工藤 和弘 会員・会田 公雄 会員 

 
 

卓  話  川崎市長 福田 紀彦様 

「 私の出発点 アトランタ 」 

来年行われる

ロータリーの国

際大会が「アト

ランタ」で、私

が青春を過ごし

た「その地」の

話をして欲しい

とのことでした

ので、前回（昨

年）に言い足り

なかった分もあり、また「その地」は私の政治への原

点でもありますので、喜んでお引き受けさせていただ

きました。 

アトランタには父の転勤で行くことになり、高校

生活から始まりました。「その地」では、高校生で

すらと言った方が良いのかもしれませんが、自分達

の街に非常に関心が深く、自分達の街は自分たちで

作るんだというフロンティア精神が脈々と息づい

るようで、幼い頃からＤＮＡとして存在しているよ

うに思われました。私もそういったことに影響され

たのか、高校を卒業するころには、いつか日本に帰

って「政治家になろう」と思い始めました。私の家

族を含め、私の周辺では政治家というものには全く

縁がなかったのですが、「その地」の経験やきっか

けによって今の私があるのではないかと思ってい

ます。アメリカでの最初の頃は英語に大変苦労して、

なんでこんなところに来たんだよと思った時もあ

りましたが、今ではすごく感謝しています。 

世界大会が行われるアトランタは南部の中心地

であり、「風と共に去りぬ」の舞台になった「タラ」

という町は実際には存在しませんが、赤土に続く大

地に、杉林、松林がたくさんあって森の都のようで、

保守地盤の強い処で、綿花で栄えた街です。南北戦

争では南軍の重要な拠点でもあった所です。また、

現在ではコカ・コーラやＣＮＮなど多数の企業が本

社を置いています。空の便などアメリカの交通の拠

点でもあります。 

アメリカという国を見て、良い点かなと思うのは、

歴史上、フロンティアスピリッツと申しますか、政

府や政治に頼るという事はあまりせず、自分たちの

事は自分たちでやるという風土で、その気質が根底

に流れているように思えます。例えば文化政策をヨ

ーロッパ、アメリカ、日本と比べてみると、ヨーロ

ッパでは圧倒的に政府が関係しますし、日本はヨー

ロッパに比べるとすごく少ないけれど、そこそこ政

府の力に頼っています。しかし、アメリカでは政府

や、自治体から拠出しているお金はそれ程多くはな

く、民間（企業やＮＰＯだったり）が支えています。

大きなミュージアムやオーケストラといったとこ

ろは皆ＮＰＯです。そのＮＰＯに多くの人や会社が

寄付をし、若干の政府援助はあるものの、それで成

り立っているのです。アメリカ文化のエンターテイ

ンメントの象徴であるディズニーとか、カジノを含

むショービジネスや、ハリウッドなどは、すべて民

間ベースで基本的には政府に頼らず行われていま

す。しかしその反面、そこから生まれた「極端な所

得の格差」という事が悪い点ではないかと思います。

それはどんどん広がってきています。世界の富の半

分を世界の 62 名が握っていると言われていますが、

アメリカでも人口の 0.1％の人達が、アメリカの富

の約 2割を持っていると言われています。この様に

格差が極端に出てきています。 

私が通っていたサウスカロライナ州グリーンビ

ルのファーマン大学では、その生徒の約 25％位が

先祖代々の遺産で生活しているようで、キャンパス

ニコニコボックス 本日 48,000 円 累計 404,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 55,000 円 



内で走っている車は超高級車ばっかりですが、一方キ

ャンパスの一歩外に出ると、ある意味スラムみたいな

ところで、少数民族がいっぱいいて、最低賃金で働き、

暮らしを立てている状況でした。よくボランティアで

そういう所に行くと、子供達が抱っこしてもらいたい

とか、触ってもらいたいとかで寄ってきました。おそ

らく家庭の中でそういった親たちとのスキンシップ

などない生活状況なのだと思われました。本当に学校

へ行っているのだろうかと思えるような子が沢山い

ました。私は、100ｍそこそこでのこの生活の違いに、

アメリカの光と影を感じ、これがアメリカの姿なのか

と思いました。アメリカンドリームはいいことだと思

う反面、大多数の貧困層の所では学校にも行けず、高

等教育などとても受けられる状況にないわけで、貧困

の連鎖が繰り返し行われているように思えてならな

いというのが、学生時代の感想です。それがさらに進

んでいるというのが今まさにアメリカであって、トラ

ンプ大統領出現に流れているんだろうと思わされま

す。 

去年の 10 月にお話をさせて頂いてから、かれこれ

1年の間に様々な事がありました。イギリスのＥＵ離

脱、フィリッピンの大統領の交代、アメリカではトラ

ンプ大統領の誕生、そして韓国では未曽有の混乱が続

いています。また、ドイツのメルケン首相の所もあれ

だけ寛容であった移民に対して、抑制的な政策が打ち

出されようとしています。アメリカもヨーロッパもア

ジアも異常に排外的なというか内向き志向になって

いるという事に危機感を感じています。こういった傾

向をどっかでくい止めなければいけないと思います

し、追従してはならないし、世界に開かれた国にあり

続けないといけないんじゃないかと思っています。 

それでは川崎ではどうかというと、川崎駅近くにあ

った簡易宿泊所の火災（平成になって最大の火災で死

者も出してしまった）、ヘイトスピーチなどがありま

した。こういった事は、根の部分で似たようなことが

ありまして、高度成長期に時代を支えて来たその人達

は、税金などを払ってこなかったなど自己責任の部分

はあるものの、そういった教育をどこから受けていな

い、或はそういう機会にも巡り合うこともなかったし、

職場の人からも教えてもらえず、まさに 1人で、田舎

から出て来て、肉体労働をしながら日雇いでやってき

た人達であります。そういった人達が簡易宿泊所にけ

っこうな割合でいるわけです。これなどは時代が作り

出したものですね。それと例に出したヘイトスピーチ

の話も、4万 8000人から生まれた街で、来年には 150

万人になろうとしていますが、川崎生まれの川崎育ち

という人達はごく少数で、川崎外からやってきた多く

の人達によって支えられ、発展してきた街であるにも

関わらず起きてしまったわけで、非常に残念でなりま

せん。ある時、韓国の報道記者からヘイトスピーチに

ついて「右翼団体がやっているのか」と尋ねられた時

に、それは間違っていますよと答えました。彼等には

そんな思想的なものなどなく、世界中を見て分かる

通り、また韓国での反日活動も同じように、社会格

差が広がり、低所者になって経済的に恵まれない人

たちの間で起り、それを煽り、それの乗っかって起

こっている人達がいるわけです。思想と言うよりも

むしろ社会問題がそういったことを引き起こして

いるというのが正しい見方なんじゃないかと思っ

ています。従ってそういった認識を間違わないで頂

きたいとお話しました。 

1月位前に保護司会に参加した時に、犯罪白書が

発表になりましたが、その中で今年も問題となって

いたのが「犯罪の再犯」です。犯罪の件数が減って

いるにも関わらず「再犯」は非常に増えており全体

の 48％を占めていて、特に高齢者の再犯が増えて

います。なぜかというと、住居や仕事といった問題

で、1回刑務所に入って戻ってくると、住居がない、

仕事がないから、もう一度罪を犯し、刑務所に戻っ

て暮らすしかないという事に陥ってしまっている

のが現状と思われます。 

また、少子化少子化と言われながら、子供たちの

虐待の件数がうなぎ上りに上昇しています。全国の

生活関係者を支援する人達の専門職種が集まって、

どうやって生活困窮から脱出させることが出来る

かというような集会がありました。その時に参加し

ていた各省庁の人達や、超党派の国会議員の皆様に

お話させて頂いた事は、各々がバラバラに縦割り行

政をやっていたのでは中々前に進まず、我々地方自

治体ではそれらが一体として起こり、即座に対応し

なければならないという事、そしてその根っこは一

緒だという事を強く認識してほしいと申し上げま

した。今お話した、高年齢者の「再犯」、「住居」、

「雇用」の問題や「生活困窮者」をどうやって脱出

させるかという事、「子供の虐待」等の問題の根っ

こは一緒なんです。従って、生活保護を増やしたら

いいとかの話ではなく、次の世代の人にはこのよう

な事をさせない、そしてさせないような取り組みが

必要なんです。今、川崎市ではこういった事（生活

保護を受けていた家庭の子供はまた生活保護を受

ける確率が高い）の再発を防ぐために、学習支援を

やっています。こういった子供達にしっかりとした

学習をさせて、中学校、高等学校にきちんと進学さ

せています。つまり負の再生産を生まないようにす

る仕組みを作ることがとても大事なのです。アメリ

カでの経験を踏まえ、世界に蔓延しているこのよう

な負の連鎖の潮流を、この川崎から或は日本から打

破していかなければいけないという思いでいます。 

以上のような思いから、今年の 7月に 「Ｃｏｌ

ｏｒｓ，Ｆｕｔｕｒｅ！」というグランドメッセー

ジを作りました。川崎は「音楽の街」「読書の街」

「スポーツの街」などいろいろ言われていますが、

川崎の価値を端的に表す言葉を公募したところ表

記のようなロゴに決まりました。 



そして、この

「赤・緑・青」の

三原色は組み合

わせによって無

限の色を作る事

が出来るという

意味で、「川崎は

単なる一色では

なく、多様性を生

み出す」という事

を意味していま

す。川崎フロンタ

ーレでは選手や

サポーターにこ

の 3 色を使って

思い思いの色の

使用を認め、また学校ではこのグランドメッセージを

使って「川崎はどんな色ですかとか、あなたはどんな

色になりたいですか」と言った事を道徳の時間に行っ

ているそうです。 

 2020 年のオリンピック・パラリンピックについ

て前回はパラムーブメントを進めてまいりますとお

話しました。今回はより具体的な話で、イギリスがオ

リンピック代表チームの事前キャンプ地として、横浜

市、慶応大学の日吉キャンパス、川崎市が一括となっ

てお迎えすることに決まりました。川崎市は等々力競

技場がメインになります。私は前にもお話したように、

そもそもパラリンピックチームのキャンプ地として

狙って活動しており、なぜパラリンピックかと言えば、

今回の「リオ」オリンピックも多様性がいかに大事か

という事が謳われたように思いますが、その前の

2012 年のイギリス大会の時に多様性が肯定され、パ

ラリンピックをもって社会変化が持たされ、障碍者と

健常者の区別ない仕組みが図られたように思われま

す。私達もそのような街を目指したいと思っており、

彼らを見学しながら、或は触れ合いながら、その事を

よく知って頂きたいと思うからです。世の中には障碍

者が苦労している事で、健常者には気が付かないこと

が多々あると思います。それらを直したり、或は作っ

たりといったハードの部分を全て解決することは困

難な事ですが、一人一人が「何かお手伝いすることは

ありますか」と気づいて、声をかけることはすぐでき

る事ではないかと思います。意識を変えることが必要

なのです。健常者も障碍者も混じり合っている社会、

何らかのケアの必要な社会において、障碍者に優しい

街は、高齢者や、子供達やケアの必要な人達にも優し

い街であると思います。2024 年の川崎市制 100 年に

は、この 2020 年のオリンピック・パラリンピックの

パラムーブメントを通し、寛容のある優しい川崎を目

指したいと思っています。 

 

 

 会長報告  戸張裕康 会長（12月 22日分） 
 
１．地区より、次年度役員情報の提出依頼がきて 

おります。 
・ＲＩへ報告の次年度役員情報 
・2017-18年度 クラブ会長・幹事の漢字表記 
※事務局にて対応させていただきます。 

 
２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎とどろき RC  

1 月 2 日･9日(月) 休会 

1 月 16日⇒1月 11 日(水) 6RC 合同賀詞交歓例会  

ﾖｺﾊﾏ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

1 月 30日・2月 6日(月)  休会 

●川崎中 RC  

1 月 3 日(火)   休会 

1 月 10日⇒1月 11 日(水) 6RC 合同賀詞交歓例会  

ﾖｺﾊﾏ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

●川崎南 RC   

1 月 3 日(火)  休会 

1 月 10日(火) 4RC新春合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ     点鐘 12：30 

1 月 31日(火) 横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ  点鐘 18：30 

2 月 21日(火) 休会 

●川崎大師 RC   

1 月 4 日(水)  休会 

1 月 11日⇒10日(火) 新春 4RC合同例会  

川崎日航ﾎﾃﾙ   点鐘 12：30 

●川崎鷺沼 RC   

1 月 4 日(水) 休会 

1 月 11日(水) 6RC合同新年賀詞交歓例会  

ﾖｺﾊﾏ ｲﾝﾀｰｺﾝﾁﾈﾝﾀﾙﾎﾃﾙ 点鐘 18：30 

1 月 25日(水) 休会 
 
３．1月 19日(木)例会前 11時よりﾎﾃﾙ精養軒にて 

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。 

 
【プログラムの予定】 

 

12 月 29 日(木) 休 会 

1 月 5 日 (木) 休 会 

1 月 11 日 (水) 1月 12日の例会を 11日（水）に変更  

6RC 合同  賀詞交歓例会 点鐘 18：30 

ﾖｺﾊﾏｸﾞﾗﾝﾄﾞ  ｲ ﾝ ﾀ ｰｺ ﾝﾁ ﾈﾝ ﾀﾙ ﾎﾃ ﾙ 3 F  

「 パシフィック」  

1 月 19 日(木) H 精養軒  12：30 ～ 13：30 

 理事会 会員お祝 

クラブフォーラム(職業奉仕) 河合 束委員長 

1 月 26 日(木) H 精養軒  7：30 ～ 8：30 

早朝例会「30 周年に向けてのミーティング」 


