
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1515回 （本年度第 10回）例会 

令和 3年 11月 18日（木）ZOOM併用 例会 
 

点  鐘  宮崎 玲児 会 長 

司  会   下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  

 
欠席者：河西会員、坂本会員、坂口会員、髙木会員 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

肩甲骨を動かして代謝アップ 
 
お客様紹介  

☆ゲストスピーカー 川崎市長 福田紀彦様 

☆鈴木 憲治様（川崎麻生 RC） 

☆松波  登様（川崎北 RC） 

☆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 

☆坂野 正典様（川崎鷺沼 RC） 

☆萩原ひとみ様（川崎中 RC） 

☆矢嶋  巧様（市川会員ゲスト） 

☆阿部  央様（市川会員ゲスト） 

☆佐野  正様（市川会員ゲスト） 

☆亀ヶ谷正信様（市川会員ゲスト） 

☆遠藤 久乃様（市川会員ゲスト） 

☆大平  暁様（市川会員ゲスト） 

 

 

☆佐野 美紀様（市川会員ゲスト） 

☆田辺 義徳様（市川会員ゲスト） 

☆武藤  純様（小林会員ゲスト） 

☆肥田 明子様（井元会員ゲスト） 

☆市川 芳子様（市川会員令夫人） 

☆ムカダス ムキタル様（米山学友） 
☆エンクトル ビルグーン様（米山奨学生） 

 
米山奨学金贈呈 
 
ビル・グーンさん 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 卓 話  川崎市長 福田 紀彦 様 

「川崎市の脱炭素に向けた取組について」    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年のようにお話をさせて頂いております。本日は、

2期目の最後の日の講演となり、明日から 3期目と言う

記念の講話となりました。 

先週、温暖化について話し合いが行われたコップ 26

で、世界中 1.5 度を目指そうということが決まりまし

た。従来の 2度でなくなりました。これは基準値がそれ

ぞれ異なってしまうことにあります。 

世界中の取り組みも大事ではありますが、まず自分た

ちの足元から脱炭素についてどうしていくのかを考え 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２４名 １７名 ７名 ８０.９５％ 

前々回(10月 21日) 欠席 3名 Make up 2 名 ７０.００％ 
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『奉仕しよう みんなの人生を豊かにするに』 Serve to Change Lives 

ＲＩ会長 シェカール・メータ 第２５９０地区ガバナー 小倉 正 

井元雄一会員 ワンポイントエクササイズ   
子どもの模範となる姿勢のストレッチ 



 

たときに、1.5度に取り組むとはどういうことかという

事についてご紹介したいと思います。持続可能な川崎

市とは脱炭素に取り組むために。今日は、３つのテーマ

に分けました。 

1 つ目は水素の活用、2 つ目は地域電力を作ること、3

つ目は 100%リサイクルの街作りでした。 

まず温室効果ガスは CO2 は 76%であり、他にもある。 

世界で見ると中国、アメリカが大きな排出国であり、

日本は第 5位世界で 3.2%を占めている。 

それぞれ 1.5 度にするため世界基準が違う中、国の

目標は 2013 年比 46%削減を目指している。その中で川

崎では経済、環境、社会の 3側面をうまく回している都

市として、未来都市として認定されたのでそのモデル

を日本のモデルになるように実行したい。 

そして 2050年までに実質 0を目指す。 

現在 470 社を超える理解をもらい、脱炭素を宣言し

ているにも関わらず、政令都市の中で最も CO2 を出し

ている都市となっていることも改善したい。 

川崎市では家庭よりも産業系のエネルギーの外出が

多いため企業の協力や取り組みが必要。 

さらに川崎は一都八県のエネルギー基地にもなって

いて、家庭用の電力は全て川崎市が作っている状況に

なっています。 

そのエネルギーを作る火力発電が結果 CO2 を出す量

が多くなっている状況。 

そのため、川崎市とエネルギー会社のかじ取りこそ

が多くの影響があると考えている。 

 川崎市の産業では水素が使われていて臨海部では水

素はすでに企業間で活用されている。水素を電気換算

すると 87 万世帯を家庭用電力賄っていることになる。

これだけの水素を使う都市は川崎市以外にない。 

世界初、商用の水素発電を川崎市が行うことになっ

た。東急ＲＥＩホテルと昭和電工での水素の取り組み

をしている例などもある。使用済の歯ブラシを昭和電

工へ再加工するなどものすごい活用がされている。 

アピールするために水素でレタスを作っていること

なども演出。 

将来的には水素のサプライチェーンを計画、エネオ

スと川崎市で協定を結びグリーンイノベーション基金

の大型プロジェクトを川崎市が有力候補として注目さ

れている。 

川崎市のエネルギーの元が変わると企業だけでなく、

首都圏のエネルギー事情が変わるという認識を持ち、

クリーンなエネルギーか、クリーンではないエネルギ

ーなのかもこれからの時代は重要なテーマとなると思

って全力で取り組んでいる。 

 

 

 

2つ目の地域新電力は自前でエネルギーをつくる取 

り組みで、小さな町ではよく行われているが、川崎市と

いう巨大都市で地域新電力を行うのは全国初の試みと

なる。市内の３つの処理センターをゴミの焼却所と言う

考え方ではなく発電所という機能と考えている。それを

東京電力に売っている。さらに橘センターも立て替えて

いて、令和 6年に建て替わると 5倍になる。 

その廃棄物発電を軸として、川崎市が５１％を出資し

電力会社として集める。処理センターを建てるにあたり、

グリーンボンドを発行。市の債券の事で、50 億売り出

して完売。倍率 30倍でもう買えない。こういうものに

資金が集まってしまう。利率が低いにも関わらずこれか

らの時代は意味あるものを作ることで世界中からお金

が集まることも認識できた。 

今まで東京電力を通じて流通していた電力を自前で

できるイメージです。 

 

3つ目は１００％プラリサイクルの街とは、容器プラ

スチックが７０％で残り３０％製品プラスチックはり

サイクスされていない。製品プラスチックは一般ゴミと

なっている。リサイクルプラスチックも実は燃やされて

いる現状もある。これがもったいないことなので活用し

たい。川崎市はＣＯ2 をどんどんだしてしまっている。

その原因の 8 割がプラスチックを焼いていることにあ

るので、こちらをリサイクルできれば同じ処理センター

０でＣＯ２が下がる。しかし、これは市だけでなく、市

民の方と共に一緒にやらないと達成できないと考えて

いる。 

今から 30年前、ゴミ危機宣言をだしたことがあった。

当時、週 6 日ゴミ収集していたのでゴミ捨て放題の状

況だった。横浜から川崎に捨てにくるくらいだった。今

では政令指定都市で 1 人当たりのごみの排出量が 3 年

連続で減少している。人口が増えて、ゴミの総量が減っ

ている誇らしいこと。これは市民の方の協力が成功した

と考える。これをゴミでできたので、次はＣＯ２でやり

たい。現在最大のＣｏ２を出している川崎市で無理と思

われていることに挑戦したい。 

6割がまだ燃やされているので是非ご協力を得たい。 

リサイクルは大きくわけて２つある。１つめのマテリア

ルリサイクルは粉々に分けて再利用する。２つめのケミ

カルリサイクルは高温で溶かして違う物質にして原料、

素材に戻して使う。 

このような技術が川崎市には集積している。発電所だ

けでなく、リサイクル企業が本当に多い。 

ペットボトルだけでなく、最近ではシャツ、五輪では

アシックスのオレンジのユニフォームが再利用するな

ど、ペット toペットとなっている。 

 



 

川崎市のリサイクル処理能力があるが、全国に振り

分けているので、効率が悪い状況になっている。 

川崎市内のみで処理すれば 7 倍処理ができるがその

仕組みになっていないことが問題。 

 

川崎市内のごみを川崎市内で処理できるようにして

100%リサイクルできるようにするためのストーリーと

仕組みを構築している。 

 

次なる挑戦は、ペットボルトだけでなく、製品プラス

チックまでリサイクルできるようにしたい。すべての

プラスチックをリサイクルする都市川崎の仕組みを作

っている。 

川崎市の技術が多くあることが分かったが、分別が

手作業であり非効率なことが判明。ますます綺麗に分

別する仕組みを構築したい。 

川崎市のペットボトル類は高く買ってもらっている。

他の都市の比較だけでなく隣町よりも高い値段に売れ

る。それは綺麗にプラスチックを出すことで高く売れ

ている。それは市民の方の出し方が良いという誇りも

ある。 

事業者、市民、行政の仕組みをうまく連動させて取り

組みたい。 

以上３つの関連の話しでした。 

脱炭素の取り組みってどうする？それはプラスチッ

クをリサイクルする、ゴミを減らすなど全て関連して

いて、簡単なことを徹底すること。 

もっと言うと 1 人 1 人のライフスタイルから変化す

ることが大切と考えています。 

是非、ちょっと意識してこのような挑戦を市民として

いきたい。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ報告      
◆川崎麻生 RC 鈴木憲治様 
市川ガバナー補佐、本日のご案内有難うございま 
した。 
 

◆川崎北 RC 松波 登様 
 お世話になります。 
 
◆川崎鷺沼 RC 小川 湧三様 
 お世話になります。 
市長さんのお話を楽しみにしています。 
 
 

 
◆川崎鷺沼 RC 坂野正典様 
 本日は、どうぞよろしくお願い致します。 
 
◆川崎中 RC 萩原ひとみ様 
 本日は、福田市長様の卓話、楽しみに拝聴させていた

だきます。よろしくお願い致します。 
 
◆宮崎玲児会長・江口 進幹事 
福田紀彦市長はじめロータリアンの方々、ゲストの皆
様、本日は川崎中原 RC へお越しいただき誠にありが
とうございます。本日は、福田市長の卓話です。宜し
くお願い致します。 
  

◆市川功一会員 
福田様、3 期目のスタート早々 お忙しい中、本日は
ありがとうございます。短い時間ですがよろしくお願
いいたします。 
 

◆坂本暁彦会員 
 今後とも宜しくお願いします。 
 
◆親睦委員会 
 市長の卓話よろしくお願いいたします。 
 
◆SAA一同 
本日は、川崎市長福田紀彦様をお迎えしての例会です。
福田様ご多忙の中お越し頂き心より厚く御礼申し上
げます。また多くのゲストの皆様にもご来訪賜り深く
感謝申し上げます。 
  

◆「みんなニコニコ」 
 Mr.SUZUKI会員・小林正樹会員・徳安 久是会員 
江口 進会員 ・神谷 直会員・神林 久雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス 本日 30,000 円 累計 175,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 40,000 円 



 

会長報告 宮崎 玲児 会長（１２月 ２日）  
１．訃報 

  当地区パストガバナー（2004-05年度）藤林豊明氏

（横浜鶴見北 RC）が 11 月 17 日にご逝去されまし

た。（享年 71才）故人のご冥福をお祈りし、ここに

謹んでお知らせ申し上げます。 

尚、通夜ならびに告別式は、故人のご遺志により近

親者のみで執り行われたとの事です。 

新型コロナウイルスの感染拡大防止のためにも、

ご弔問、また御香典、御供花、御供物等についても、

固くご辞退されるとの事です。 

後日「お別れの会」を行われる予定との事ですので、

ご連絡をいただきましたら、改めてお知らせ致し

ます。 
 
２．理事会報告  
  
３．令和 4年中原区諸団体合同賀詞交歓会「中止」の 

ご連絡と準備会書面会議の結果報告が届いて 

おります。 
 
４．本日は、年次総会です。よろしくお願いいたします。 

 
 
幹事報告 江口  進 幹事（１２月 ２日）   
１．地区からの来信 

①地区ロータリー財団補助金管理セミナー開催の 

ご案内が届いております。 

日時：2021 年 12 月 9 日(木) 15:00-17:30   

場所：メモワールプラザソシア 21   
この「地区ロータリー財団補助金管理セミナー」に
出席し、後日 地区とクラブ間の MOU（覚書）を
提出することが、2022-23 年度（次年度）のロータ
リー財団プログラム（地区補助金、グローバル補助
金を利用する）に参加する為の必須条件になりま
す。                 

※江口幹事が出席予定です。 
 

②Ｒ財団学友会主催 奨学生帰国報告会へのお誘い
と最近の学友会活動のご報告が届いております。 

 日時：2021 年 12 月 5 日(日) 17：00-19：00  

ＺＯＯＭにて  

※参加ご希望の方は、事務局までお知らせください。 
URL とミーティング ID お知らせします 

 

③オンラインＲＬＩパート１ 開催のご案内が届い
ております。（再度） 

 2021 年 12 月 19 日(日) 9：00-17：00  

※参加ご希望の方は、事務局までお知らせください。 

 

２．他クラブ例会臨時変更  
●川崎とどろき RC  

12 月 13 日(月) 年忘れ家族会 点鐘 18：00 

ホテル精養軒  

12 月 27 日(月) 休 会 
 

●川崎中 RC   

12 月 14 日(火) 年忘れ家族会 点鐘 17：30 

ホテル精養軒 

12 月 28 日(火) 休 会 

 

●川崎鷺沼 RC  

12 月 15 日(水) 年末家族会 点鐘 18：00 

二子玉川エクセルホテル東急 
 

12 月 22 日･26 日(水)  休 会 
 

●川崎大師 RC  

12 月 15 日(水) 年忘れ家族会 点鐘 18：00 

ホテルニューグランド 

12 月 22 日･26 日･1 月 5 日(水)  休 会 

1 月 12 日⇒11 日(火) 新春 4RC 合同例会  

川崎日航ホテル 点鐘 12：30 

●川崎 RC  

12 月 16 日⇒18 日(土)  年忘れ家族会点鐘 12：00 

        川崎日航ホテル 
 

●川崎幸 RC  

12 月 17 日(金)  点鐘 18：00 

ヨコハマグランドインターコンチネンタルホテル 

12 月 24 日･31 日(金)  休 会 
 

●川崎北 RC  

12 月 22 日(水)  年忘れ家族会  点鐘 18：00 

二子玉川エクセルホテル東急  

12 月 29 日･1 月 5 日(水) 休 会 
 

●川崎麻生 RC  

12 月 24 日(金)⇒ 昼の通常例会に変更 
 

●川崎西 RC  

12 月 31 日(金) 休 会 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会情報   
１２月 ２日(木) 点鐘 12：30 年次総会 
 

１２月１６日(木) 点鐘 12：30 ※昼例会に変更 

 松竹株式会社 常務取締役 岡崎 哲也様 

「歌舞伎、生きている無形文化遺産」 
 

１月 ６日(木) 点鐘 12：30  新年初例会 

川崎中原ロータリークラブ公式フェイスブック
ページができました。会員皆様ぜひご覧下さい。
コメントもよろしくお願いします。 

https://www.facebook.com/rcnakahara/ 

https://www.facebook.com/rcnakahara/

