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ニコニコ報告

第 1425 回 （本年度 20 回）

◆地区拡大・増強委員会

平成 30 年 4 月 19 日（木）
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「四つのテスト」

会員出席報告
本 日

東出

会 員 数

隆裕

出 席

２８名

１７名

皆様、おはようございます。地区拡大・増強委員会では
神谷直委員に大変お世話になっております。本日はよろ
しくお願い致します。

◆高瀬 建夫 会長・河合 束 幹事

親睦委員
欠 席

出 席 率

１１名

６８．００％

前々回(３月 22 日) 欠席 12 名 Make up ６名 ９１．６７％
欠席者：今井会員、小泉会員、坂本会員、戸張会員、髙木会員、
都倉会員、若狭会員、山本会員

お客様紹介

高瀬

◆二村 政毅
◆樋 口
明
◆戸川 俊雄
◆細山 勝三郎
◆坂本 昌己
◆河口 武夫
◆柴 田
健
◆高橋 陽子
◆金 子
茂
◆井元 雄一
◆中村 敏史

建夫

会 長

おはようございます。地区増強委員の皆様、早朝例会に
ようこそいらっしゃいました。お互い勉強しましょう。
今日は内藤さん、入会卓話楽しみです。よろしくお願い
致します。

◆市川 功一 会員
樋口委員長、いつも色々とお世話になっております。
先日の地区研修･協議会でのお話は大変ためになりまし
た。いつか当クラブでお話していただければと思います。
高橋さん、今日は早朝よりご参加いただき有難うござい
ます。井元さん、家内が保護士会でいつもお世話になっ
ております。

様（福岡城東ＲＣ）
◆徳安 久是 会員
様（神奈川ＲＣ）
内藤さん、本日楽しみにしておりました。
様（川崎北ＲＣ）
井元様、楽しんでいただけましたら嬉しいです。
様（川崎中央ＲＣ）
◆内藤 松雄 会員
つたない入会卓話ですがよろしくお願い致します。
様（横浜東ＲＣ）
高橋さん、金子さん、井元さん、ようこそ中原ロータリ
様（川崎マリーンＲＣ）
ークラブへいらしてくださいました。
様（横浜中ＲＣ）
◆工藤 和弘 様
様（戸張会員･市川会員ゲスト）
この度、大師支店に異動することになりました。3年間お
様（戸張会員･市川会員ゲスト） 世話になりました。30周年の記念式典で一緒に「花は咲
様（内藤会員ゲスト）
く」を練習したり、非常に思い出深い3年間でした。昨日、
様
川崎大師ロータリーに行きました。入会します。小林会

（川崎信用金庫 武蔵小杉支店長）

員に来ていただき感激しました。

◆ＳＡＡ一同
工藤支店長、今日でＳＡＡ卒業ですネ。寂しいかぎりで
すが、新天地でのご活躍楽しみにしております。お体に
はご自愛ください。有難うございました。

「みんなニコニコ」
工藤支店長、短い間でしたが大変お世話になりました。
川崎大師 RC に入会されても我々ロータリアン心はひとつ
ですヨ。
内藤会員、入会卓話楽しみにしておりました。
中村支店長ようこそ。大歓迎です。

渡久地政房会員・坂口 精一 会員・島田 叔昌会員
神谷
直 会員・東出 隆裕 会員・小林 正樹会員
堤 研司 会員
ニコニコボックス

本日

28,000 円

累計

460,585 円

記念日ニコニコ

本日

0円

累計

105,000 円

入会卓話
「農業について」

≪市内の農地≫

内藤

松雄

会員

市街化区域農地･･･ 404.6ha
宅地並課税農地 113.9ha
生産緑地内農地 290.7ha
市街化調整区域内農地･･･175.2ha
市街化調整農地 75.5ha
（公共施設以外は宅地化不可）
農業振興区域内農地 99.7ha
（農業以外の用途への転用は一切不可）
市内の農地総面積は 579.8ha となっています。
≪農業の問題点≫
①農業就業者数1,522名のうち65歳以上が50％、かな
り高齢化が進んでいる。
②都市農業は国の目指すTPP等、農業経営の大規模化
と相反する。

入会してちょうど1年程経ちました。同期入会者の中

③TPP加盟に伴いGAP管理を要求される。

で3番目の卓話となります。職業分類は農業、川崎市

GAP（Good Agricultural Practice）

で農家を営んでおります。

農業において、食品安全・環境保全、農業生産

今日は“川崎市の農業”
“家業である農業”というテ

工程管理の取組みのこと。

ーマに沿ってお話しさせていただきます。

④都市農業に位置付けられる

≪都市農業の利点・役割≫
都市農業は、“農業から農へ”の多面的側面を担う
①緑地・環境保全機能（緑のある都市）
②福祉・教育機能
（次世代に農業の大切さを伝える・安らぎの機能）
③レクリエーション機能
（体験型農業、市民農園、観光農業）
④防災農地機能
（既存の学校、公園では収容に限界、行政側の要望）
※記載のデータは平成 27 年時点のデータ

≪世帯数・人口≫

≪私の家業である農業≫

≪川崎市の農業の特徴≫
①川崎市は多摩川の流れに沿った農業適作地
明治時代以前は暴れ川と言われていましたが、それ
は裏を返せば、水分を多く含んだ土地柄ということ。
②明治・大正期には桃、梨の名産地
③現在の市域面積 14,435ha 、農地面積は579.8ha
川崎市の市域面積の4％と大変少なくなっている。

市内農家数 1,172戸

江戸時代初期より続く農家です。戦前は稲作が中心

生産農家数（野菜や果樹等の農産物を販売）577戸

でしたが、1960年代始めより花卉栽培へ転換、パンジ

自給農家数（自給を目的としている）595戸

ー・デージー・マリーゴールド等、路地栽培をしてい

生産農家数577戸の中で15歳以上の農業就業者数が

ました。販路は豊島区中心。平成10年に区政25年を記

1,522名と少なくなっている。

念してパンジーが区の花として制定されましたが、そ

≪生産地域≫
中原区･･･花卉栽培、野菜栽培、一部果樹栽培
市内で一番大きな梨園があります。
高津区･･･果樹栽培、野菜栽培
久末は野菜栽培で一番の歴史があります。
宮前区･･･花卉栽培
宮前区の花卉栽培は規模ではなく質の高さ
を提供しており全国的にも有名です。
多摩区･･･果樹栽培、花卉栽培
梨、ブドウ等が盛んです。
麻生区･･･野菜栽培、果樹栽培、加工品生産
王禅寺柿を使ったワイン、梅干し等を生産
しています。

の中原区の花、パンジーは私の家の花がモデルとなっ
ています。
現在は1,000坪の畑で私と家内、お手伝いの方3名
（無報酬）で野菜を生産しています。夏は枝豆、トマ
ト、茄子、トウモロコシ等、冬は大根、白菜、キャベ
ツ、小松菜、ミカン等を作り、また畑の隅に直売所を
置き小売り100％で細々とやっております。またグラ
ンツリーの地場産コーナーにも野菜を卸しています。
下小田中地区の農業者の特徴としては、花卉類、果
樹園（梨）は専門性が高いため、学校卒業と同時に就
農される方が多いです。特にシクラメン栽培は全国で
も有名です。野菜栽培農家は、会社員退職後の就農が
ほとんどです。農家数はJAセレサ正組合員数109戸、

但し実際の生産農家は25軒程となっています。
土地柄としては他町村より高い位置にあるため、水
はけが良く耕作に適した土地となっています。旧農家

・例会場付近の案内図 1 部：公式訪問の 2 週間前
※小泉会長エレクト・徳安次年度幹事、宜しくお願い
致します。

を含め連帯意識が強く、農業に熱心な文化があります。 ③2018 学年度 ロータリー米山奨学生「米山梅吉記念
館訪問」のご案内が届いております。
毎年、菊やさつき栽培にも励んでおり、特に大戸神社
5 月 13 日(日) 7：45 横浜ロイヤルパークホテル
を中心とした菊の展示会は仕事の合間に、ボランティ
１階 集合 18：00 到着予定
アとして参加しています。この展示会は氏神様クラス
※韓 君、参加予定です。
では日本一と言われていて、ぜひ一度ご覧いただけれ
④クラブ事務局連絡会開催のご案内が届いております。
ばと思います。
日時：6 月 4 日(月) 16：00-17：30
最後になりますが、川崎市には数は少ないですが、
場所：メモワールプラザソシア 21
農業をやっている人がまだまだおります。もし畑を見
る機会があり、頑張っているなと思われましたら是非
応援してください。場合によっては、そこで買ってあ
げてください。それが私達農家の一番の励みになりま
す。つたない話で申し訳ございませんがご清聴いただ
き有難うございました。

南アフリカ学習者支援についてのお礼

２．ふるさと川崎まちづくり運動 平成 30 年度総会・
講演会のご案内が届いております。
日時：平成 30 年 6 月 23 日(土)
総会：9：20-10：30 講演会：10：32-11：55
会場：川崎市産業振興会館 1 階ホール
講演：遺伝子スイッチ・オンの奇跡 工藤房美 氏
※ご案内を回覧致します。
講演に参加ご希望の方はお名前をご記入ください。
３．他クラブ例会臨時変更
●川崎とどろき RC
5 月 20 日(日)-21 日(月) 一泊移動例会
熱海大観荘
点鐘 18：00
5 月 28 日(月) 曹洞宗大本山 總持寺 11：00～
●川崎中 RC
5 月 20 日(日)-21 日(月) 一泊移動例会
奥湯河原 加満田
5 月 29 日(火) 休会
●川崎麻生 RC
5 月 20 日(日)-21 日(月) 会長・幹事ご苦労様会
箱根湯本「南風荘」

４．他クラブ会報の回覧

会長報告 髙瀬

建夫 会長（5 月 10 日分）

１．理事会の報告

川崎北 RC

米山奨学生・カウンセラーのための
オリエンテーションにて

２．第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟ現･次期合同 会長･幹事会の報告
5 月 9 日(水) 18：00～とうふ屋うかい鷺沼店
３．川崎市より、平成 30 年度川崎市文化賞等候補者の
推薦依頼がきております。

幹事報告 河合

束 幹事（5 月 10 日分）

１．地区からの来信
①2016-17 年度 年次報告書が届いております。
（回覧）
②会長エレクト宛に、次年度に向けての資料の提出依
頼がきております。
・ＲＩホームページのロータリークラブセントラルよ
り、クラブの目標を設定、入力画面を印刷して提出：
6 月 29 日必着
・クラブ活動計画書２冊：6 月 29 日必着
※別途ガバナー補佐へも郵送
・クラブ週報 7 月～最新版各 1 部：
公式訪問の 2 週間前

韓 喬(カン キョウ)さん中国出身・横浜国立大学在学
カウンセラーの鈴木さん（2018 年 4 月 21 日）

