
 
  
 
 
 

 
 
 

 

【会長テーマ】 ： 会 員 増 強 と ロ ー タ リ ー を 学 び 、 我 が 奉 仕              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

    例 会 報 告              
 開会点鐘  冨岡 昭一会長 

 司  会  長戸 隆彦ＳＡＡ 

 合  唱  「我らの生業」 

 お客様紹介  原 敏之親睦活動委員 

今後のプログラム予定 
10・11月 プログラム名 

第 4例会 10月 25日 

卓話「中国の実像～日本の 

報道でわからないこと～」 

早稲田大学商学学術院 

研究員 佐々木 秀様 

第 1例会 11月 1日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

卓話 Ｒ財団に因んで 

地区Ｒ平和センター委員 

柳下節子様 

出 席 報 告 伊藤 文治 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 

43名 36名 

7名 

対象外 

（6） 

9730％ 

欠 7名 

対象外 

（5） 

MU1名 94.74% 

【本日の欠席者】 

三木 治一会員  市川 宏 会員  小林 敏伸会員 

井上 光明会員  島 利夫 会員  松田 敏治会員 

堀一 慶明会員 

ニコニココーナー志村修司副 SAA 
川崎鷺沼ＲＣ 

小川 湧三様：お世話になります。 

冨岡 昭一会長：宇田会員、本日卓話よろしくお願いい

たします。 

渡邉 新治幹事：本日もよろしくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：横浜銀行池田支店長、今回転勤ご苦労

様です。楽しい思い出がいっぱいできまし

た。お元気でご活躍ください。宇田プログ

ラム委員長、卓話楽しみです。ご苦労様。 

中山 武夫会員：本日の卓話、宇田章二様楽しみにして

います。 

ゲスト 
大牟田 淳様 

 
横浜銀行 新城支店長 

ゲスト 
小川 みどり様 

 
ＦＭパーソナリティ 

ゲスト 
小川 湧三様 

 
川崎鷺沼ロータリークラブ 
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川口 禮敬会員：宇田さん卓話ありがとうございます。

楽しみに拝聴させていただきます。 

髙木 洋一会員：宇田会員、卓話楽しみにしております。 

伊藤 文治会員：①宇田さんありがとうございます。②9

月出席率 95.98％と大変優秀です。皆様の

ご協力ありがとうございます。 

田邉 進 会員：宇田章二様、卓話を楽しみますのでよ

ろしくお願い致します。 

小島 徹 会員：宇田さん卓話楽しみです。よろしくど

うぞ。 

市川 実 会員：宇田さん、本日の卓話ご苦労様です。 

長戸 隆彦会員：宇田さんピンチヒッター楽しみにして

おります。来週火曜日 6 時から中原秋近く

の「鈴や」で若手会を開きますのでご参加

される方はよろしくお願いします！ 

小泉 繁勝会員：①宇田会員、ＦＭかわさきに関する卓

話楽しみにしています。②池田会員、新天

地での活躍期待しています。大牟田さん歓

迎いたします。 

柾木 國義会員：宇田会員、本日の卓話よろしくお願い

いたします。 

細山勝三郎会員：宇田さん楽しい卓話ご苦労様です。会

員ですので、お礼なしで楽しませてもらい

ます。 

池田 亨 会員：川崎中ＲＣの皆様、3 年間大変お世話

になりました。初めてのＲＣのメンバーと

なり、何もかもわからなかった私を温かく

迎えていただき、楽しく過ごさせていただ

きました。川崎中ＲＣの益々の繁栄と皆様

のご健勝とご多幸を二子玉川にある玉川支

店より祈念しております。本当にありがと

うございました！ 

合計 16 件   18,000円 

累計 208件   251,000円 

会 長 報 告 
1.地区より地区大会 青少年交歓会 時間変更のお知ら 

 せが届いております。 

 変更前）12：00～14：00→ 

 変更後）11：30～14：30 

＊場所の変更はございません。（パシフィコ横浜会議セン 

 ター 3Ｆ 301・.302） 

幹 事 報 告  
1.例会変更 

川崎中央 10月 24日（月）職場訪問を通常例会に変更 

            「新会員卓話」 

    10月 31日（月）職場訪問：横浜刑務所 

川崎鷺沼 10月 12日（水）→16日（日）へ変更 

        移動例会 宮前区民祭参加 11：00～ 

        例会 茶寮 遊旬 点鐘 12：00 

    10月 26日（水）移動例会 職場見学 9：00～ 

        横浜会場保安部・キリンビ-ル横浜工場 

2.会報受領 

 新川崎ＲＣ 川崎とどろきＲＣ  回覧いたします。 

3.次週 10/18は、富士通川崎工場へ移動例会です。 

4.本日例会終了後、理事役員会を開催いたします。 

✿～本日の卓話～✿ 

宇田 章二会員 

演題「地域に根ざしたコミュニティ FM かわさき FM」 

 

退会のご挨拶 

 
＜３年間当クラブに入会されていました横浜銀行新城 
支店支店長の池田亨会員が二子玉川支店へ栄転される 
ことになりました。池田会員の後任に大牟田敦様が入 
会されるそうです。今後もお元気でご活躍ください。＞ 



 

委員会報告 

 
＜小島徹職業奉仕委員長より次週（10/18）の例会は 
富士通川崎工場の見学を兼ねた移動例会であることの 
報告がありました。＞ 
 

卓  話 

 

＜宇田章二会員による卓話＞ 

地域根ざしたコミュニティ FM かわさき FM 
本日は、貴重なお時間にかわさきエフエムをご

紹介する機会を頂き、ありがとうございます。 
かわさきエフエムは、かわさき市民放送株式会

社によるコミュニティＦＭ放送局として、１９９

６年（平成８年）７月１日、神奈川県で６番目、

全国では３４番目に開局した民間放送局になっ

ています。 
事務所を中原区武蔵小杉駅前にある２３階建

てのビル、 武蔵小杉タワープレイスに構え、同

じビルの１階にスタジオがあります。 

送信所も、同じビルの屋上１０７メートルにあ

って、南東の川崎区方向と西北西の多摩区、麻生

区方向に電波を発信しています。 
コミュニティ FM は、総務省令放送法による 
地上基幹放送の一種ですが、「放送対象地域が

従来の広域放送や県域放送より狭く、地域密着・

市民参加・防災および災害時の放送 
を特長にしている」もので、地域メディアとして

は CATV とよく比較されるメデイアです。 
 このようにコミュニティＦＭ放送局は、地域に

密着した放送を行うという趣旨から、そのサービ

スエリアは限られており、送信出力は２０Ｗが上

限とされ、 かわさきエフエムも送信出力は２０

Ｗで、川崎市全域をほぼカバーする程度となって

います。 
かわさきエフエムの設立趣旨の大きな目的の

一つは、川崎市内とその周辺に限った 災害時に

緊急放送を行うことと、その後の安否情報、ライ

フラインなどの生活情報を届けることになって

いて、非常災害時には速やかに生放送が行える体

制を２４時間とっており、特に大震災時には、川

崎市の危機管理室から直接、緊急割り込み放送が

行われます。 
近年は、非常災害時に緊急割り込み放送が自動

受信できる災害対策対応かわさき FM オリジナ

ルラジオや、カードラジオなど、オリジナル受信

機の開発・普及の活動も行っています。 
一方、通常の放送内容は、市民の暮らしに役立

つ生活情報をはじめ、川崎の市政情報、歴史、文

化、イベント、スポーツなど、 身近で耳よりな

情報と音楽を、平日朝８時００分から夜７時００

分までと、休日朝９時００から昼１時００までが

生放送で行っています。 
また、テレビ・ラジオ・WEB・季刊誌などの

地域メディアが集まった「なかはらメディアネッ

トワーク（NMN）」の一員として、区内のあらゆ

る情報を発掘・発信することにより、地域交流の

促進や中原区のイメージアップをめざしていま

す。 
 


