
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1488回 （本年度 第 7回） 

令和 2年 10月 1日（木）  
 

点  鐘  小林 正樹 会 長 

司  会   内藤 松雄 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」  
 

会員出席報告 江口 進 出席委員長 

 
欠席者：坂本会員、坂口会員、髙木会員、徳安会員 

 
 

お客様紹介  
 
◆ゲストスピーカー 
 川崎市長 福田 紀彦 様 
 
◆吉澤直美様（川崎市議会議員）  

◆磯野共余様（横浜あざみ RC会長） 
◆鈴木憲治様（川崎麻生 RC） 
◆松波 登様（川崎北 RC） 
◆大塚正一様（川崎北 RC） 
◆大平 暁様（studio FLAT 理事長） 
◆菅野研一様（朝日生命小杉西営業所長） 
◆新海文夫様（(株)ホクシン取締役） 
◆大羽将裕様（(株)BIG WING 代表取締役） 
◆山口美咲様（星野リゾート） 
◆細山勝紀様（(株)ｲﾉﾍﾞｰﾄﾊﾞﾘｭｰ代表取締役） 
◆宮川恒雄様（(株)エヌアセット代表取締役） 
◆佐野 正様（佐野デザイン事務所） 
◆松原英樹様（メットライフ生命） 

◆蟻川隆正様（内藤会員ゲスト） 
◆下條恵理子様（エクミュピアノサロン） 
◆上野境介様（(株)キャンター代表取締役） 
◆河西俊市朗様（酒蔵楽かさい） 
◆山崎丹奈様（小林会長ゲスト） 
◆原 伊緒様（ピアニスト） 
◆河合政子様（河合会員令夫人） 
◆市川芳子様（市川会員令夫人） 
◆内藤順子様（内藤会員令夫人） 
◆ムカダス ムキタル様（米山奨学生） 

 

 

会員お祝い おめでとうございます♪  
藤村 伸一 会員  
徳安 久是 会員 
 

米山奨学金贈呈 ムカダス・ムキタル様 
 

地区補助金事業 目録贈呈  
 
studio FLAT 理事長 

大平 暁様 
 

              
贈呈した織り機 

 

 卓 話  川崎市長 福田 紀彦 様 
 

「多様性が可能性となるまち かわさき」 
 

川崎市の人口は153万人で政令指定都市で第6位。

大正 13 年に市制が出来たときは 5 万人、昭和 47 年

に政令指定都市になり昭和 48 人には 100 万人を超

え、平成 29 人には 150 万人を超え 45 年間で人口は

1.5 倍になりました。外国人は平成 26 年に 31,000 人

だったのが 31 年には 46,000 人とわずか 5 年で 1.5

倍に！障害者手帳を持

っている方もわずか 5

年間で 15％増えていま

す。そこで「川崎パラム

ーブメント」ですが

色々な人たちが障害の

ある無しに関わらずお

互いを尊重して生きて

いく。これを行政、市民

一体となって行う必要

があります。 

 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １６名 ７名 ８０.００％ 

前々回(9 月 3 日) 欠席 7 名 Make up 1 名 ８０.９６％ 

 

 
 

 

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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリーは機会の扉を開く』 Rotary Opens Opportunities 

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク 第２５９０地区ガバナー 吉田 隆男 



100 周年に向けた川崎市のロゴは赤緑青の光の三

原色、これが交じり合うことによって無限の可能性

がある、みんなが重なり合って無限の可能性を作っ

ていくことをシンボライズしたロゴです。今国内で

何らかの障害を持っている人は６％と言われ今まで

はこのような人たちは教育も楽しみ方も、そうでな

い人と分離されていたのです。これを混ざり合った

社会を作りたい、そのための取り組みが就労体験事

業。特に力を入れているのがスポーツやエンターテ

インメントのようなわくわくするところで働くこと

です。ゲストからホストになることです。招かれる

側から招く側になってもらう。川崎フロンターレや

ブレイブサンダースの試合でも清掃活動やゴミの分

別をやってもらっています。いま川崎での取り組み

が J リーグ全体に広がりつつあります。就労体験楽

しめたか聞くと楽しめた人が 9 割、自信になった人

が 85％でした。毎年これを行い延べ人数は 2600 人、

重要なことは実際に就労に繋がった人が 245 人いる

ことです。 

 

次に短時間雇用プロジェクト。障害者で一番多い

のは身体障害者で 65 歳以上が多く、知的障害、精神

障害は生産年齢人口の人の割合が多い。雇用されて

いる割合は身体障害が 101 万人中 39 万人、精神障

害では58万人中5万5千人しか雇用されていない。

精神障害の方は手帳を遠慮する人も多く実際には

202 万人ともいわれています。そこで週 20 時間未満

の働き方、短時間雇用が出来ないか色々なトライア

ルを行っています。書類のデータ化、医療機器の洗

浄とか、在庫管理とか、仕事の切り分けを調整して

います。これは川崎市だけでは難しく、研究機関と

のコラボで生み出しています。 

サッカー＆ユニバーサルツーリズムについて。発

達障害の人達には日常生活の不都合がたくさんあり

ます。感覚過敏では人ごみの音がすごい騒音に聞こ

えてしまう。ANA, JTB の協力も得てこれらの子供

達に歓声が聞こえないフロンターレにボックス席を

作って鑑賞してもらう機会を作りましたが日本では

初めての試みでした。また音に過敏になって買い物

が怖いという人たちには、新百合ヶ丘のスーパーで

ある時間、照明と音を落とした中で買い物をする取

り組みをしました。 

 
 

またアートでは３回の「Colors かわさき展」では

今日参加の大平さんが障害のある方の能力を最大限

に引き出して制作した作品を展示。これらの素晴ら

しい作品を買えるように知恵を絞って 2 年目からは

入札方式にした結果、平成 30 年には 24 作品が 74 万

円で売れ、令和 1 年は 19 作品で 70 万円、私も 2 作

品購入して執務室にかけてあります。これらはそも

そも売るものではないし売れるとは思わなかった…

そういう固定概念は捨てて工夫すればその価値を見

出すことができる。そして芸術活動を通して収入を

得ることができ、これは素晴らしいことです。 

 

 

 
 

オリ・パラで川崎が何を目指すか、それは共生社会

の実現です。前回の東京オリンピックでは高速道路

や武道館等の有形のレガシーができたが今度は「無

形のレガシー」。前回のロンドン大会はそう意味で大

成功だったが川崎でもそれを作りたい。意識を変え

るのは難しいが、行動を通して体感することで意識

が変わって来るもの。小中学生にパラスポーツとは

どんなものか体験して、意識が変わり行動がさらに

変わっていくスパイラルを作りたい。そこで平成 30

年度からすべての小学校でパラスポーツ、車椅子バ

スケット、ブラインドサッカー等を体験することを

始めました。 

 

 



 

そもそもスポーツは何かの制限がかかって別のス

ポーツができた（サッカーからボールを持って走る

ラグビーが出来たように）だからスポーツは面白く、

健常者のスポーツと何の違いがあるのか子供たちに

体験してもらいたいと思います。オリンピック憲章

には「オリンピックの目的は若者たちをスポーツを

通して教育し、より平和な社会を作ることにある」

とあり、この精神を今回のオリ・パラを機会に広め

ていきたいと思います。 

 

障害を持つ人だけではなく色々な方たち人がいる。

川崎市では 7 月からパートナーシップ宣誓制度をス

タートさせ、人口の 6～8％と言われる LGBT の方々

をこの制度でパートナーとして公的に認めることで

生きにくさを取り除いていく。現在 17 組が宣誓され

ました。私たちの街川崎の価値は多様性から生まれ

ている、そのことを誇りに思う。多様性は暖かさ、

多様性は可能性、一人として同じ考えを持つ人はい

ない、だからこそ世の中は楽しい。もっともっと人

から選ばれる街になるよう皆さんと一緒にムーブメ

ントを起こしていきたく思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告  江口 進 親睦委員長 
  
◆磯野共余様（横浜あざみ RC） 
 横浜あざみ RCの磯野です。先日は卓話のお時間を
ありがとうございました。 
今日は福田川崎市長のお話を伺いたく参加しまし
た。どうぞ、宜しくお願い致します。 
 

◆鈴木憲治様（川崎麻生 RC） 
 お久し振りです。福田川崎市長の卓話、楽しみにし
ております。 

 
◆松波 登様（川崎北 RC） 
 お世話になります。 
 
◆大塚正一様（川崎北 RC） 
 よろしくお願いします。 
 
◆小林正樹会長・神谷 直幹事 
 福田市長、ご多忙中のところ、ようこそ川崎中原ロ
ータリークラブへ。 
大変な時期ですが、こんな時期だからこそ 
川崎を盛り上げていきましょう。 

 
◆SAA一同 
 福田市長、吉澤議員はじめ多くの方々をお迎えす
ることが出来ました。感謝しております。 

 
◆「みんなニコニコ」 

山本  剛会員・市川 功一会員・小泉 正博会員 

高瀬 建夫会員・若狭 滋則会員・江口  進会員 

宮崎 玲児会員・藤村 伸一会員・神林 久雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 本日 20,000 円 累計 143,000 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 25,000 円 

神谷 直 幹事  

ワンポイントアドバイス 
 

「 要 事前相談 

一人世帯の高齢者の相続 」  



 
 

会長報告 小林 正樹 会長（10 月 15 日） 
  

１．10 月理事会議事録を、10/2 メールまたはＦＡＸ

にて配信させて頂きましたのでご確認下さい。 

 

２．２名の会員推薦書が提出されました。 

本日持ち回理事会にて受理しましたので、 

全会員あて郵送にてお知らせ致します。 

  

３．川崎市看護協会より、軽自動車納車の連絡と 

写真が届いております。 

 

※文面抜粋  

 「この度は多額のご寄附ありがとうございました。 

  お陰様で、本日、めでたく納車となりましたの

でご報告申し上げます。車体横に貴会様からの 

寄贈と記載させていただきました。 

今後は、当協会の事業推進と市民の皆様の為に

有効に活用させていただきますので、前会長の

徳安様はじめ、貴会会員の皆様にもよろしくお

伝えください。」  

 

４．中原区諸団体合同新年賀詞交歓会準備会開催の

お知らせがきております。 

  2020 年 10 月 30 日(金) 午前 10 時～ 

  中原市民館 議題：開催の可否についての協議 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

幹事報告 神谷 直 幹事（10 月 15 日） 
 
１．地区からの来信 

①米山奨学生現況調査票（２回目）と米山奨学生 

プロフィール・顔写真の提出依頼がきております。 
米山奨学生プロフィールと顔写真の提出について
は、ムカダス ムキタルさんにお願いしました。 

※１０月３０日（金）までに、  

メールにて増田米山学友委員あて 

         

２．他クラブ例会臨時変更  
 ●新川崎 RC  

10 月 28 日(水) 休会 
●川崎 RC  

10 月 29 日・11 月 26 日(木) 休会 
●川崎西北 RC  

10 月 29 日(木) 休会 
●川崎西 RC  

10 月 30 日(金) 休会  
 
３．他クラブ会報の回覧  本日は、ございません。 

 

４．次回例会は、１１月５日（木）点鐘１２：３０で

す。 

  例会前 11：00 より、定例理事会を開催します。

理事・役員の皆様、ご出席お願い致します。 

 

 

委員会報告 
 
◇10 月は、米山月間です。 

米山特別寄付 20,000 円 個別納付の方は、 

本日より受付とさせて頂きます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


