
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

第 1436回 （本年度 第 7回） 

平成 30年 10月 4日（木）  
 

点  鐘  小泉 正博 会長 

司  会   小林 正樹 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 江口 進 親睦委員長 

欠席者：宮崎会員、坂口髙木会員、戸張会員、髙木会員 
 
 

お客様紹介 小泉 正博 会 長    

◆松山 和俊様（ゲストスピーカー・ 

        中原区危機管理担当課長） 

◆佐藤 康雄様（中原警察生活安全課課長） 

◆田中  明様（中原防犯協会会長） 

◆小丸日出夫様（川崎中 RC 直前会長） 
Ｒ青少年交換学生カウンセラー 

◆Isabell Mayr様（R青少年交換学生･川崎中） 

◆妻鹿 琢生様（川崎北 RC 社会奉仕委員長） 

◆井上 佳則様（川崎とどろき RC会長） 

◆韓  喬 君 （米山奨学生） 
 

ご 挨 拶 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

◆Ｒ青少年交換学生カウンセラー 

小丸日出夫様（川崎中 RC 直前会長） 

本日は、私どもクラブでお預かりしておりますイザベル

マイヤーさんを紹介させていただきます。 

ドイツ出身で16歳。8月8日に来日し早くも2ヶ月経ちま

した。学校は市内の橘高校に通っています。ご両親とお

姉さんの4人家族。ドイツ語の他、英語、フランス語、

スペイン語ができ、現在は日本語を勉強中。趣味はバレ

エと旅行。アジアの国、特に日本や韓国が好きで、将来

日本で暮らすことを目標にして勉強に来ました。皆様、

どうぞよろしくお願い致します。 
 

◆Ｒ青少年交換学生 Isabell Mayr  様 
こんにちは。学校はとても楽しく友達もたくさんできま

した。日本は食べ物が美味しく、日本の生活が楽しくて、

見たい所もたくさんあります。よろしくお願い致します。 
 

防犯ネット贈呈式 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◆田中 明 様 中原区防犯協会 会長 

 
平素は皆様方には地 

域の安全・安心街づくりという

ことでご協力、ご指導をいただき

御礼申し上げます。また、本日は

防犯協会の目録を頂戴いたしま

して誠に有難うございます。有効

に使わせていただきます。この目

録は今回で22回目、中原区の犯罪

も少なくなってきております。皆様のご協力に感謝すると

ともに厚く御礼申し上げます。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２９名 ２４名 ５名 ８５．７１％ 

前々回(9月 6日)欠席 10名 Make up 3名 ７８．５７％ 

 

 

 

 

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木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『インスピレーションになろう』 Be the Inspiration 

ＲＩ会長 バリー・ラシン 第２５９０地区ガバナー 金子 大 



◆佐藤 康雄様 中原警察生活安全課課長  
ＲＣの皆様から毎年毎年

ご寄付をいただき本当に有

難うございます。私からもこ

の場を借りて御礼申し上げ

たいと思います。また中原区

の犯罪情勢を簡単にお話し

したいと思います。平成14年、

15年頃、これが犯罪発生のピ

ークでした。それから皆様の

ご協力を得て、防犯活動をど

んどん行い、勧めてきたところ発生件数は減ってきてい

ます。9月30日現在、刑法犯の認知件数は862件、昨年同

時期より267件マイナス、このペースで行くと今年は

1,000件位で収まるのかなと思っています。これは統計史

上、最小の値になるのではないかと。 

今、問題になっているのは、テレビ等で話題になって

いる特殊詐欺です。中原警察署では9月30日現在、45件発

生しています。前年度同時期よりプラス17、被害総額

8,330万円を超えています。全国的に増えているのではな

く、東京都と神奈川県が突出して増えており、県警でも

喫緊の課題として対策を打っています。もうひとつ多い

のが自転車盗です。9月30日現在で340件、前年度同時期

より110件マイナスですが、全体の刑法犯の認知件数が

862件、そのうち340件ということは約40％になります。

今後も皆様のご協力をいただきながら、犯罪防止、啓蒙

活動に努めてまいりたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い致します。 
 

奨学金贈呈式 

◆韓  喬 君（米山奨学生） 
 
みなさんこんにちは。 

いつもお世話になっており

ます。 

8月～9月は学会等で忙し

く過ごしていました。上手く

いかないこともありますが、

これからも頑張っていきま

すのでよろしくお願い致し

ます。 

 
 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 

◆小丸 日出夫 様 

川崎中ＲＣ直前会長・青少年交換学生カウンセラー 

今年度の青少年交換留学生でイザベル・マイヤーさん

をカウンセラーとしてお連れしました。併せて防犯ネ

ットの贈呈式にも参加させていただきます。 

◆井上 佳則 様 川崎とどろきＲＣ 

本日は宜しくお願い申し上げます。 

◆小泉 正博 会長・徳安 是久 幹事 

大勢のお客様にお越しいただき有難うございます。 

台風の当たり年のようです。備えあれば憂いなし。 

改めて身の回りをご確認ください。 

◆内藤 松雄 会員 

最近の日本は防災大国となりつつあります。先月の9月1 

日に東扇島で9都県市総合防災訓練がありました。川崎

市の防災の先頭に立たれる松山課長のお話を是非お聞

きしたいです。 

◆ＳＡＡ一同 

本日はお忙しい中、松山様、佐藤様、田中様、お越しい 

ただき有難うございます。我々も日ごろからの防犯意識 

を高められるよう努力いたします。 

◆親睦委員会一同 

先週に引き続き、今週末も台風が来襲しそうです。皆様 

におかれましては、ご自宅の防災用品を今一度点検され、 

万一に備えていただければと思います。 

「みんなニコニコ」 

市川 功一 会員・山本 剛 会員・島田 叔昌 会員 

若狭 滋則 会員・田辺 清夫 会員・神谷 直 会員 

小泉 正博 会員・渡久地 政房 会員・Mr SUZUKI会員 

堤 研司会員 

 
卓 話 中原区危機管理担当課長 

松 山 和 俊 様 
災害とは何なのか。世界

では火山、洪水、干ばつ、

竜巻、地震、台風がありま

す。平成 27年、鬼怒川で豪

雨による大洪水がありまし

た。3.11 の際は津波があり

ました。最近では西日本で

豪雨による土砂災害があり

ました。 

世界で起きる地震の 5 分の 1（20％）は日本で起こっ

ています。割合としては非常に多いと思います。何故多

いのか。日本は地震大国です。地震はプレート、地球の

シワとシワとの間のズレで起こります。日本は 4つのプ

レートに囲まれているためプレートがずれるたびに地

震が起こります。今後 30 年の間に関東圏でマグニチュ

ード 7 クラスの大きな地震が起こる確率は 70％とある

と言われています。 

川崎市では大地震の被害想定というのを作っています。

川崎市直下で阪神淡路大震災級の地震が起こったら･･･。

出火は 240件位起こると想定しています。川崎市の消防

車は何台あるか知っていますか。ホースが付いている消

防車は 43 台、消防車が不足ということになります。負

傷者は 16,000人位。川崎市の救急車の数は 28台。とい

うことは不足することになります。つまり、消防行政は

皆さんを助けることができない。助けたくても助けられ

ないのです。こうなると自分達で何とかするしかありま

せん。阪神淡路大震災では死者が 5,500人、そのうち 4

分の 3（75％）が圧死です。半分位は家具等の下敷きに

ニコニコボックス 本日 26,000 円 累計 163,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 20,000 円 



なっています。家屋の倒壊、家具の転倒、皆さんは大

丈夫ですか？家具には突っ張り棒、若しくはＬ字型の

金具でしっかりと固定してください。ガラスの破片が

飛び散らないようにしてください。寝室には箪笥等を

なるべく置かないようにするなど工夫が必要です。 

地震後は家の倒壊、傾き等により避難所で生活すると

いうこともあります。中原区では避難される方を

65,000 人程と想定しています。避難所は小中高合わせ

て 28 か所。1 か所に 2,300 人とかなりの人数になりま

す。少し厳しいですね。備蓄品倉庫（食料や水、毛布）

は 2,300 人分を用意していません。地震で道路が寸断

されると、3 日～4日間は救援物資も届きません。救援

物資が届くまでは、自分達で何とかするしかありませ

ん。水、食料、簡易トイレ、ガスコンロ、寝袋等を自

分達である程度用意しておくとよいと思います。救援

物資が届くまでの間は自分達で何とかするということ

を肝に銘じていただければ幸いです。本日は有難うご

ざいました。 

 

１０月１８日  報告事項   
 
小泉 正博 会長 徳安 久是 幹事 

 

１．第 3 回会長･幹事会のご案内が届いております。 

 （幹事クラブ：川崎鷺沼 RC） 

  日時：11月 7日(水) 18：00   

場所：中華料理 松楽菜館 
 

２．地区からの来信 

①2018-19 年度 R 財団グローバル補助金プロジェクト

募集のご案内が届いております。 
 

②11 月 10 日(土) 地区大会本会議 新会員ご登壇のご

案内が届いております。 
 

③神奈川県ロータリアン親睦テニス会（上野杯）のご

案内が届いております。 

  日時：11 月 13 日(火)  9：30 集合 16：00 ﾊﾟｰﾃｨ 

湘南ローンテニスクラブ 
     

３．他クラブ例会臨時変更  

●新川崎 RC  

10月 24日⇒19日(金) 第 36回 7RC親睦ゴルフ大会 

戸塚カントリー倶楽部 

 10月 31日(水) 休会⇒ 夜間例会  

川崎日航ホテル 点鐘 18：30 

 11月 7日⇒10日(土)  

移動例会後、地区大会参加 点鐘 11：00 

 11月 14日⇒8日(木) 館山ベイ RCへの表敬訪問 

 11月 28日(水) 休会  
●川崎西北 RC  

10月 25日(木) 夜間例会 柏屋  点鐘 18：30 

 11月 8日⇒10日(土) 地区大会出席  
●川崎麻生 RC  

10月 26日⇒31 日(水) 麻生中学校ＡＥＤ贈呈式 

 11月 9日⇒10日(土) 地区大会出席  
 

●川崎高津南 RC  

11月 12日⇒10 日(土) 移動例会 地区大会参加 

 12月 24日(月) 年末家族会 点鐘 18：30 

 ●川崎南 RC 

  11月 13日(火) 職場訪問移動例会 東横システム㈱ 

 11月 20日(火) 休会 

 12月 18日(火) 年忘れ家族会 川崎日航ホテル 

 12月 25日(火) 休会 

 ●川崎西 RC 

 11月 23日(金) 休会 
 

４．他クラブ会報の回覧  川崎南 RC 
 

５．クラブ協議会 （ 全会員出席 ） 

柳下ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会を開催

致します。11 月 15 日(木) ガバナー公式訪問にむけ

てのクラブ協議会となりますので、委員長ご欠席の場

合は、必ず副委員長・委員の方など代理をお手配くだ

さい。 
 
 
 

川崎中原ＲＣ  第 3 回研修会  

日時：10 月 11 日(木) 

場所：ジェクト株式会社 会議室 
 

≪ 研修会 18:00～18:50 ≫ 

 

≪ 懇親会 19:00～ ≫ 
武蔵中原「トルネード」にて 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 



 

地区クラブ奉仕活動部門委員長会議  

本年度、地区補助金プロジェクト「あいけあへの

支援」について、東出社会奉仕委員長に代わり、 

神谷 直会員が、発表をされました。 

地区より２クラブが選出されての発表です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後の予定 
 
 

11 月 1 日 (木) 例会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

卓話：市内定時制高校生生徒２名の弁論 
発表 

 

11 月 15 日 (木) 例会 点鐘 12：30  

ホテル精養軒 

ガバナー公式訪問例会  
 

 ★11/15 は、昼の例会に変更になっており 

ますのでご注意ください。 

 
 

12 月 1 日 (土) 年末家族会 
 
★詳細は、別途ご案内いたします。 
 
 

12 月６日 (木) 例会 点鐘 12：30 

 ホテル精養軒  年次総会 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


