
 
  

 

 

 

 

【会長テーマ】 ： 健 康 で 明 る い 環 境 を つ く ろ う                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

例 会 報 告 

 開会点鐘  金子 利昭会長 

 司  会  貝田 充 SAA 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  志村親睦活動委員長 

 

 今後のプログラム予定 

3・4月 プログラム名 

第 3例会 3月 15日 

元海外青年協力隊 看護師 

柳川 さやか様 

「モンゴルの病院と衛生事

情（仮）」 

     3月 22日 休 会 

第 4例会 3月 29日 
夜間移動例会（お花見） 

西明寺 点鐘 17：30 

第 1例会 4月 5日 

会員お祝い 

新入会員卓話 

松田敏治会員 

理事役員会 

出 席 報 告 廣山宗一出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42名 35名 

7名 

対象外 

（7） 

100% 

欠 13名 

対象外 

（11） 

MU1名 93.55% 

【本日の欠席者】 

市川 宏 会員  三木 治一会員  白井 正男会員 

井上 光明会員  長谷川俊雄会員  小林 敏伸会員 

島 利夫 会員 

ニコニココーナー 

金子 利昭会員：川崎商工会議所副会頭 鈴木直久様よ

うこそおいで下さいました。卓話よろしく

お願いいたします。 

叶野 聡 会員：川崎商工会議所副会頭 鈴木直久様。

ご多忙の中、卓話にお越しいただきありが

とうございます。よろしくお願いいたしま

す。 

小島 満 会員：川崎商工会議所鈴木副会頭様お忙しい

中ありがとうございます。卓話よろしくお

願いします。 

伊藤 文治会員：ご多忙の中、商工会議所副会頭の鈴木

直久様には卓話をいただきありがとうござ

ｹﾞｽﾄｽﾋﾟｰｶｰ 
 鈴木 直久様 

 
川崎商工会議所 副会頭 
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います。 

小川 慶一会員：いつもお世話になります。 

川口 禮敬会員：鈴木直久様卓話ありがとうございます。

拝聴させていただきます。 

冨岡 昭一会員：鈴木直久副会頭さん本日の卓話よろし

くお願いいたします。 

髙木 洋一会員：①川崎商工会議所ではお世話になって

います。今日の卓話楽しみにしておりまし

た。②鈴木副会頭が入会してくれるようで

す。ありがとうございました。 

内藤 幸彦会員：川崎商工会議所副会頭 鈴木直久様ご

多忙の折卓話ありがとうございます。富士

通さんにもいつもお世話になっております。

春の足音が聞こえるようで、心がウキウキ

するようです。 

萩原ひとみ会員：鈴木副会頭様、いつも商工会議所でも

お世話になっております。本日はお忙しい

中、卓話をお引受けいただきありがとうご

ざいます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

柾木 國義会員：川崎商工会議所副会頭 鈴木様ようこ

そお出で下さいました。 

渡邉 新治会員：お忙しい中、卓話ありがとうございま

す。楽しみにしています。本日もよろしく

お願いいたします。 

長戸 隆彦会員：先日 3/3ひなまつりチャリティコンサ

ートにお越しの皆様、ありがとうございま

した！ 

 

 

 

会 長 報 告 金子 利昭会長 

１． 地区より 2016 年 3 月のロータリーレートの

お知らせが届いております。 

 2016年 3月 1ドル＝116円 

 ＊2016年 2月は 1＄＝120円 

 

２． 地区より 2016-17年度地区委員の委嘱のお知

らせが届いております。 

 拡大増強委員     細山 勝三郎会員 

 

３． 地区より 2016-17年度「地区補助金」対象プ

ロジェクトの「募集要項」が届いて 

おります。関係各位におかれましてはご検

討・ご申請の程よろしくお願いいたします。 

申請期日：4月 26日（火） 

 

幹 事 報 告 叶野 聡幹事 

１． 例会変更 

 横浜西  3月 30日（水）休会 

 川崎南  3月 29日（火）通常夜間例会を昼例会に 

                      変更 

     4月 5日（火） 通常昼例会を夜間例会に 

                      変更 

              創立 56周年記念例会 

     5月 3日（火） 休会 

     ＊4/5メーキャップデスクございます。 

川崎西北  3月 17日（木）    休会 

 

２． 本日（3/8）例会終了後、クラブ協議会を開催

いたします。関係各位のご出席を 

お願いいたします。 

 

委 員 会 報 告 

1. 社会奉仕委員会 田辺進委員長より 

春の献血のご協力のお願いがありました。 

日時 ：４月１６日(土曜日） 

場所 ：ららテラスバス停前付近(武蔵小杉) 

集合時間：10:０0 

2. 富岡次年度会長より 2016～17年度川崎中 RC理

事・役員構成に一部変更の発表がありました。 

 

 

合計 13件   13,000円 

累計 615件   751,000円 



卓 話 ～ 川崎商工会議所について 

～ 川崎商工会議所副頭取 鈴木直久さま 

 

【商工会議所について説明する鈴木直久様】 

【卓話者紹介】：内藤幸彦会員より 

神奈川県出身 

昭和 50年 3月 慶應義塾大学 経済学部卒 

昭和 50年 4月 富士通株式会社 入社 

平成 7年 10月 株式会社富士通 ベトナム管理部長 

平成 11年10月 株式会社富士通システムソリューショ

ンズ経営管理本部 人事部長 

平成 15年 6月 株式会社富士通関西システムズ取締役 

平成 19年 6月 株式会社 FUJITSUユニバーシティー取

締役 

平成 22 年 4 月 株式会社富士通ラーニングメディア執

行役員 

平成 25年 4月 富士通株式会社 総務人事本部 顧問 

平成 27年 7月 富士通株式会社 川崎工場 顧問 

＜主な公職＞ 

川崎商工会議所 副会頭 

川崎港港湾審議会 委員 

(一般財) 川崎市まちづくり公社 理事  

 

【卓話内容】 

１．川崎商工会議所の組織について 

①会議所組織について 

川崎商工会議所の組織図を基に、役員（会頭・副

会頭・専務理事・   常議員）、議員（１３０社）、

委員会（８委員会）、会員、部会（９部会・９委員

会）、分科会等について説明。 

②役員・議員について 

役員・議員一覧に基づき説明 

 ③商工会議所の拠点（本部・支所）について 

商工会議所の本部及び市内７区にある支所の紹

介及び各業務について説明。 

２．川崎商工会議所 事業概要（平成２６年度） 

 ①事業概要 

昨年度の主な事業概要として、会員増強及び部

会・分科会・委員会活動について説明。 

②提案・要望活動 

政策提言・要望活動として幹線道路等の整備促進、

中小企業活性化成長戦略に関する条例の制定、税制

改正要望を実施した旨説明。 

③会員企業の販路拡大やビジネスマッチングの支援 

首都圏会議所と連携したビジネスマッチング・商

談会、大手企業 OB人材を活用した中小製造業向け

支援事業「テクノプラーザ」、名産品認定及びＢｕ

ｙかわさきキャンペーン、川崎ものづくりブランド

を説明。 

④中小企業の経営基盤の強化と支援 

市内７区に設置した支所を中心に中小企業・小規

模企業の経営をサ ポートする経営改善普及事業

や市内中小企業の国際化支援、商業活性化に向けた

「かわさきＴＭＯ」、「商売繁盛塾」、「街おこし協力

隊」や当所川崎フロンティアビル１２階にある創

業・第２創業を支援するＫＣＣＩインキュベータ等

を説明。 

⑤人材育成と雇用対策 

ＫＣＣＩ企業家カレッジ、資格検定試験、キャリ

アアップ研修会、等を幅広く開催するとともに、市

内８大学と会員企業と商工会議所が連携した川崎

インターンシップ事業について説明。 

⑥会議所活動基盤の強化 

産業振興の拠点としての会館活用や支所機能の

強化、機関紙「かいぎしょ」、メールマガジンを中

心とした情報発信の強化について説明。 

 


