
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1546回 （本年度第 17回） 

令和 5年 3月 2日（木） ZOOM併用例会 
 
点  鐘  神谷 直  会 長 

司  会    下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 
 
会員出席報告 

欠席者：阿部会員､江口会員､髙木会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お客様紹介  
 
☆ゲストスピーカー  
川崎市長 福田 紀彦 様  

☆吉沢 直美 様（市川会員ゲスト） 
☆朝山あつこ 様（市川会員ゲスト） 

☆斉藤 成哲 様（市川会員ゲスト） 

☆戸張 裕康 様（市川会員ゲスト・元会員）  
☆井口 武則 様（遠藤会員ゲスト） 

☆平野 由香 様（遠藤会員ゲスト） 

☆平野 浩一 様（遠藤会員ゲスト） 
☆工藤 忠 様 （井元会員ゲスト） 

☆高橋 輝美 様（菅野会員ゲスト） 

☆井原 真理 様（菅野会員ゲスト） 
☆西尾 直人 様（大羽会員ゲスト） 

☆藤森 丈晴 様（大羽会員ゲスト） 

☆米山奨学生 エンクトル・ビルグーン 様 
 
奨学金贈呈・挨拶 

ビルグーン君の参加は本日が 
最後、3 月 17 日に日本映画大学

を卒業して４月から就職します。 

 

会員お祝い  

お誕生月 
おめでとうございます♪  
今井 敬 会員  

 
  

 
卓  話  川崎市長 福田 紀彦 様 

  「 川崎市は特別市をめざします 」  
特別市とい

う言葉を聞い

たことのある

方はどのくら

いいますか？

政令指定都市

は県から相当

権限を委譲さ

れています。

私の目指す特別市とは今までの概念を全く超えたも

のとご理解下さい。国以外の仕事を全部やります。 

1871年に廃藩置県が実施され 305府県が誕生した

あと、1888 年に県の大合併が行われて現在の 47 都

道府県が誕生しました。戦後 1947 年に地方自治法

が施行され「特別市」の制度が出来たのですが県の

承認が必要だったため実現せず、1956年に政令指定

都市制度が設立され「特別市」は消滅したのでした。

1972年、私たち川崎市は 7番目の政令指定都市とな

りました。 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

さてコロナ禍でまず困ったのは病床確保でこの権

限は都道府県にあります。市内の病院の状況は私た

ちが良く知っているのですが、県が国からの補助金

のことが分からない、というのでお金は市が何とか

するからまず確保してくれと頼みました。ワクチン

接種も先にする医療従事者は県、市民は市の管轄で

市民の接種が始められなくてとても困りました。ま

た災害時、3 年前まで避難所設置の権限は県にあり

ました。熊本地震の後、それは無理ということで横

浜市出身の菅さんが尽力して法律改正されましたが

人口 900 万人を超える神奈川県が全て避難所を指定

することは絶対に無理でした。 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２２名 １８名 ４名 ８５.７１％ 

前々回(2 月 2 日) 欠席 5 名 Make up 1 名 ８５.７１％ 

 

KAWASAKI NAKAHARA R.C. WEEKLY／2022～2023 
 

 

 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 AM7:15～ TEL:044-711-8855 
 

 

 

会長・神谷 直  幹事・内藤 松雄 会場監督・井元 雄一 会報委員長・江口 進  

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 

 

『イマジン ロータリー』  IMAGINE ROTARY 
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 第２５９０地区ガバナー 志村雄治 

井元 雄一 会員  
身体をほぐすストレッチ！  

 



子供の分野では幼稚園は県、保育園は市の管轄と

二重行政になっています。交通問題にしても信号や

横断歩道の設置は県警で明らかに特別市に持ってい

くことが正しいです。教育も同じでかつて市内の教

職員の給与は国と県が半分ずつ出して任命権は市に

あったが定数はブラックボックスでした。それがや

っと権限が委譲され市内の実情にった定数配置がで

きるようになりました。 

 政令都市市長会では大都市制度実現のプロジェク

トリーダーとして、また経済団体担当市長として経

済同友会との意見交換も行いました。先日市内で初

めて経済界向けのシンポジウムを行いました。お金

を最も効果的に還元するため 100 年の戦いに終止符

を打つつもりですのでご理解のほどお願い致します。 

   

ニコニコ報告      
◆川崎中原 RC元会員 戸張裕康 様 
市川さん皆様 いつも気にかけて頂きありがとうござ
います。市長、いつもありがとうございます。 
おじさん野球（早朝野球）も何とか始まります。 
またいろいろ宜しくお願いします。  

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
「川崎市は特別市をめざします」のお話し、楽しみ
にしています。宜しくお願いします。 

 また多くのゲスト様にお越しいただき誠にありがと
うございます。 

◆市川功一会員 
本日はご多忙の中「恒例」となりました当クラブで
の卓話をありがとうございます。今後の益々のご活
躍をお祈りしております。  

◆小林正樹会員 
本日は福田市長はじめ多くの皆様にご来訪賜り心よ
り感謝申し上げます。 
また本日からピアノデビューします加藤幸恵さんで
す。皆様よろしくお願いいたします。  

◆都倉八重子会員 
3 月 15 日午後 6 時から「川崎鷺沼ロータリークラブ」
でゲスト卓話をいたします。場所はＫＳＰです。興
味のある方はいらしてくださいね！  

◆遠藤久乃会員 
福田市長様、本日もとても楽しみにしております。
多くのお客様もお越しいただき心より感謝申し上げ
ます。  

◆SAA一同 
 3 月もスタートし気持ちの良い気候ですね。本日は

福田市長の卓話、大変楽しみにしておりました。ど
うぞ宜しくお願い致します。   

◆親睦委員会一同 
 暖かくなってきましたが花粉が辛い季節になってき

ました。福田市長、本日はようこそお越し下さいま
した。講演楽しみにしております。  

◆「みんなニコニコ」 
 Mr.SUZUKI会員・徳安久是会員・宮崎玲児会員 
 神林久雄会員・永澤 拓会員・細田 研会員 

  

米山奨学生終了式 
 
3月 4日に行われた終了式では 

ビルグーン君が奨学生を代表 

して謝辞を述べました。 

 

 

会長報告 神谷  直 会長（３月１６日）  
１．当地区パストガバナー（2017-18 年度）湯川孝則

氏（横浜西 RC）が、3 月 4 日にご逝去されました。 
  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。 

  通夜：3 月 10 日(金) 告別式：3 月 11 日(土)  

妙蓮寺斎場にて執り行われました。 

※クラブより供花 
 
 

幹事報告 内藤 松雄 幹事（３月１６日）   
１． 地区からの来信 
①レディース交流会開催のご案内が届いております。 
今回は、女性会員の増強にご関心のある男性会員に
もご参加いただきたいとの事です。 
日時：2023 年 5 月 16 日(火) 17：00-20：30 
会場：横浜ロイヤルパークホテル 2 階「芙蓉の間」  
会費：5,000 円 ※パンフレットをポスティング 
 

② 2023-24 年度ロータリー財団奨学生の選考結果が届
きました。当クラブ推薦の方は、大変残念ながら当
地区選考基準に到達されなかったとの事です。 

 
③2021-22 年度 年次報告書 回覧いたします。   
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎大師 RC  

3 月 22 日(水) 休会 
3 月 29 日(水) お花見移動例会 点鐘 18：00  

●川崎ﾏﾘｰﾝ RC 3 月 23 日･30 日(木) 休会  
●川崎麻生 RC  

3 月 24 日(金) 麻生川清掃とお花見例会 
「横濱楼」 点鐘 17：00 

 

◇本日早朝例会終了後、被選理事会を開催します。 

次年度理事･役員の皆様、ご出席お願致します。 

 
 
 
 
 

ニコニコボックス 本日 20,000 円 累計 303,500 円 

記念日ニコニコ 本日 5,000 円 累計 60,000 円 

３月１６日(木) 点鐘 7：15 早朝例会 
卓話：認定 NPO法人キーパーソン 21 
代表理事 朝山 あつ子様 
 

４月 ６日(木) 点鐘 12：30 
入会卓話：永澤 拓会員・遠藤久乃会員 
 

４月２０日(木) 点鐘 7：15 早朝例会 
第 1回 被選クラブ協議会 


