
第１１９０回例会 ５月２６日（金）会長幹事ご苦労様会     旭鮨新百合ヶ丘本館 

第１１９１回例会 ５月３０日（火）３クラブ合同例会      ホテルモリノ 

第１１９２回例会 ６月 ２日（金）理事役員会⑫（新旧）    ホテルモリノ 

 

 

 

【点 鐘】              志村 幸男 会長 

【例会場】               ホテルモリノ 

【ソング】               山下 俊也 SAA委員 

国歌『君が代』 ロータリーソング『奉仕の理想』 

【ゲスト・ビジター紹介】           志村 幸男 会長

◆川崎市麻生区長  

北沢 仁美 様 

 

 

 

 

〈会員・奥様誕生日、結婚記念日〉 鈴木 昭弘 親睦委員長 

【会員】 森  茂則 会員(5月 9日) 

山下 俊也 会員(5月 17日) 

鈴木 豊成 会員(5月 17日) 

【奥様】  鈴木豊成 会員夫人 陽子様(5月 20日) 

蓬田 忠 会員夫人 文香様(5月 27日) 

【結婚記念日】 佐々木 範行 会員(5月 20日) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【第11回理事・役員会報告】          志村 幸男 会長  

１．新会員の件 佐藤達弥氏を新会員として推薦する。 

入会は５月中、入会式は６月第一例会で。 〈承認〉 

２．合同例会の件 会費７000円のうち 2000円はクラブ

より、5000円を会員負担。他マイナス分は３クラブ

で負担。 〈承認〉 

３．例会会場の件 会員が増えたので百合ヶ丘ＣＣが手狭

ではないかとの意見あり。 〈保留 次年度に決める〉 

４．来日交換学生の件 ドイツからの学生を半年間受け入

れる件で委員会を立ち上げて詳細を決める。委員長は

次期青少年委員長が務め、経験者がフォロー。〈承認〉 

５．会長幹事ご苦労様会について 

  5/26（金）18：00会費一人 5000円とする。  〈承認〉 

６．次年度活動計画書作り 進捗状況 

  次年度の活動計画と予算はあと少し検討して校正を

して頂きます。 

７．25周年行事の一環でフエの大学へ本を贈る件 

80冊のうち、71冊は来日した学長へ手渡し、残り 10

冊位は鈴木憲治会員が、フエへ行く際に持参する。 

８．上記に関連し、少年野球への麻生ロータリーカップの

贈呈は今季の大会は終了したので、秋に贈呈する。 

 

 

 

 

 

 

第 1189回 例会記録 平成 29 年 5月 12日（金） S.A.A 委員長 鈴木 眞一 

回 例会記録 平成 20年 5月 30日(金) S.A.A委員長 森 茂則 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 

［例会日］第 5・ 金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-951-1322 0R 移動例会 

 

 

 
左より 鈴木豊成会員、山下俊也会員、佐々木範行会員 

挨拶をする鈴木豊成会員⇒ 

 「私と家内は誕生月が同じ

５月なので、いつも一緒に

食事へ出掛けています。

年々忘れっぽくなりました

が、宜しくお願いします。」 

 



【会長報告】                    志村 幸男 会長 

１． ガバナー事務所より 

① 青少年交換学生、竹尾光君の名刺作成のため、デー

タや写真を送るようにとのこと、手配して送る。 

② 「日本のロータリー100周年に関するアンケート」依頼

が届く。期限：５月１９日 

③ 2015-16年次報告、薬物、献血関連、Ｒ財団 100周年

記念ＤＶＤが送られる。 

２．ガバナーより 先日のロータリー経営第講演会のお礼状が

届く。 

３．５月のロータリーレート   １ドル＝１１０円 

４．クラブ事務局員連絡会の案内 ６月２日（金）  

16：00～ メモワールプラザ 

５．青少年交換来日学生の書類が送られる。 

名前：Noel Cifterler（男性）、国：ドイツ、2001年 9月 5日

生まれ、 ７月下旬来日  

６．「ふるさと川崎まちづくり運動」総会・講演会の案内   

６月１７日（土）９：３０～ エポックなかはら 

７．川崎市より 文化賞等の候補者の推薦依頼が届く。 

８．県立麻生養護学校後援会 総会の案内   

５月１６日（火）10：00～ 県立麻生養護学校２Ｆ 

９．しんゆり芸術祭事務局より  

第４回実行委員会の書類が届く。 

【幹事報告】                     臼井 勉 幹事 

★例会変更 

◎川崎高津南ＲＣ 

◆5/19（月）、6/19（月） 昼例会   

◆5/21（日）～22日（月）移動例会 親睦旅行 

◎川崎中央ＲＣ 

◆5/29（月）通常例会に変更   

◆6/4（日）～6/5（月）一泊移動例会に変更 

◎横浜本牧ＲＣ 

◆6/1（木）移動例会 

★会報着 

◎新川崎ＲＣ ◎川崎北ＲＣ ◎川崎中原ＲＣ 

◎川崎中ＲＣ ◎川崎とどろきＲＣ 

【出席委員会】          雪井 洋子 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1189回 29 26 3  89.7％ 

1188回 29 15 14 (14) 100％ 

1187回 29 25 4 4 100％ 

 

【ニコニコ委員会】         梶 俊夫 委員長 

 第 1189回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    25件 ￥25,000 

●会員 

◇志村幸男会長【北沢区長様 卓話宜しくお願いします】 

◇大野勉会員  【連休３泊４日で東北６県 1,650Km走破】 

◇梶俊夫会員  【北沢区長さん御苦労様です。休みが多くて

スミマセン】 

◇鈴木昭弘会員【北沢様 本日よろしくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【同上】  

◇長瀬敏之会員【北沢麻生区長様 卓話宜しくお願いします】 

◇臼井勉幹事 ◇青戸慶太会員 ◇宇津木茂夫会員  

◇梅澤馨会員 ◇老沼純会員 ◇親松明会員  

◇川崎航会員 ◇木村良三会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤忠博会員 ◇杉山遼会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 

◇花輪孝一会員 ◇藤本隆会員 ◇森啓伊会員  

◇雪井洋子会員     以上、ご協力ありがとうございました。 
  

【米山記念奨学委員会】        梅澤 馨 委員長 

 1189回（件数） 合計 

米山記念奨学 3件 ¥40,000 

◇志村会長【北沢区長さん 本日は宜しくお願いします】 

◇鈴木憲治会員【14日に今年の地区の新米山奨学生と一

緒に米山梅吉記念館に行ってきます】 

◇梅澤馨会員      ご協力有難うございました。 
 

【ロータリー財団委員会】      佐藤 忠博 委員長 

 1189回（件数） 合計 

ロータリー財団 3件 ¥33,000 

◇鈴木憲治会員【本年度も２カ月となりました】 

◇鈴木昭弘会員【北沢区長 よろしくお願い致します】 

◇梅澤 馨会員     ご協力有難うございました。 

【プログラム委員会】       山下 俊也 委員長 

今月はいろいろと変更があります。 

来週 19日は休みです。26日は会長幹事ご苦労様会ということ

で、18：00旭鮨新百合ヶ丘本館です。5月 30日（火）は３クラブ

合同例会 18：00～ホテルモリノの会場です。 

【会長幹事ご苦労様会について】  森 啓伊 次年度幹事 

5 月 26 日（金）18 時から旭鮨新百合ヶ丘本館で行います。 

会費は 5000 円ですので当日ご持参ください。もし都合が悪く

なった方がいましたら早めにご連絡ください。 



【親睦活動委員会】         鈴木 昭弘 委員長 

6月25日（日）に親睦と懇親を兼ねて、長瀬敏之会員のサ

ルダベリーでバーベキュー大会を企画しています。ご参加

をお願いいたします。この件で、親睦委員で炉辺を開きた

いと思いますのでご連絡をいたします。 

【卓 話】             北沢 仁美 麻生区長 

 

 

 

 

 

 

 

 

プロフィール 1978年川崎市役所入庁後、市民・こども局

シティセールス・広報室担当部長、川崎区役所副区長、市

民・こども局市民生活部長などを歴任し、2016年4月より麻

生区長となる。 
 

『平成29年度 麻生区地域防災力の向上』 

〔自 助〕  

自分の身の安全確保と住まいの安全確保 

災害発生時： 

居場所 自宅か自宅以外かで行動が異なる。自宅に居

られるのか避難するのか。 外出時、自宅に向かうのか

留まるのか、自動車はどうするのか。 

最悪の状態を想定する。 真夜中、停電、断水など。 

平常時にできること 

○家族との話し合い（安否確認など連絡方法）、 

備蓄 3日分、できれば 7日分 

○避難訓練（避難所までの経路確認）危険個所把握  

○耐震診断 家具の転倒防止策 火災発生予防（感震

ブレーカー） 

〔事業者として〕 防災に必要な体制の確立に努める  

特に、幼児・児童等の施設では、事業者の責任において保

護と備蓄の推進 

施設の耐震性・耐火性の強化、事業所内所有物の転倒防

止、屋外広告物の落下防止、従業者と来場者の安全確保 

●災害発生時の応急措置を迅速、的確に講じることができるよ

う、資機材や非常用食糧・飲料を備蓄し、積極的に防災訓

練を実施する 

●災害時の駅周辺における滞留や混乱を防止するため、「む

やみに移動を開始しない」を基本に、従業員が一斉に委託

することを抑制し事業所内に留まることや必要な備蓄に努め

るとともに、地域住民と協力して周辺地域における防災活動

を行う。 

業務継続計画を作成する  

〔互 助〕  

近隣づきあい 日中独居の要援護者は…高齢者、障害者、子

育て世帯 

避難所生活 広範囲の近隣の住民が集まり日常生活を送る場 

生活のルールづくりや共有化 

避難所運営への協力 ボランティア、支援物資等の受け入れ 

 ・川崎市総合防災訓練 会場：麻生区水処理センター  

ふれあいの広場、ふれあおの丘 

 ・麻生区総合防災訓練 会場：王禅寺ふるさと公園 

＊訓練の特徴  実践に結びつく体験型訓練 参加促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【四つのテスト】            長瀬 敏之 会員 

【点  鐘】             志村 幸男 会長

【会報委員会】          文責：宇津木茂夫 委員長 

 

 

 

「川崎市総務企画局危機管理室」 

発行の冊子 

 
北沢区長、卓話を有難うございました。 


