
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

【2018-19年度 地区方針】それぞれが輝くロータリー 自らの行動でクラブの可能性を拡げよう                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                
 

    例 会 報 告       

 開会点鐘  小丸 日出夫 パスト会長  

 司  会  原 敏之 SAA 

 合  唱  「我等の生業」 

 お客様紹介  金子 利昭 親睦活動委員長 

今後のプログラム予定 

4・5月 プログラム名 

     4月 30日 休会 

第一例会  5月 7

日 

会員お祝い 

卓話 ＮＰＯ法人教育活動総合 

サポートセンター 

事務局長 東條 光一様 

「サポートセンターの事業紹介」 

理事・役員会 

出 席 報 告 伊藤 稔出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43名 30名 

13名 

対象外 

（6） 

81.08％ 

欠 7名 

対象外 

（5） 

MU3名 

94.7

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員  小島 徹 会員 

小島 満 会員  松井 孝至会員  鹿島 義久会員 

田邉 進 会員  朝倉 和信会員  長谷川俊雄会員 

長谷山尚城会員  小林 敏伸会員  栗原 茂昭会員 

大友 徹 会員  佐川 陽子会員   

ニコニココーナー  中山 武夫 副 SAA 
小島 徹会長：大変申し訳ありませんが、今日は所用に

より例会を欠席させていただきます。小丸パ

スト会長よろしくお願いします。かわさき

FM代表取締役 橋本夏代様お忙しい中を卓

話に来て頂きましてありがとうございます。

畑仕事をしながら聞いています。懐メロがよ

くかかりから良いですね。日赤の長谷川詩織

様ようこそお出で頂きました。一年にロータ

リーの献血と町会の献血とで 2回献血をし

ていますが、あと数年で終わりです。皆様よ

ろしくお願いします。 

ゲスト 
橋本 夏代 様 

かわさき市民放送㈱ 
代表取締役社長 

ゲスト 
長谷川 志織様 

神奈川県赤十字血液センター 
事業推進一部 献血推進部 
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貝田 充幹事：かわさき市民放送㈱代表取締役 橋本夏

代様本日は卓話ありがとうございます。よろ

しくお願い申し上げます。 

伊藤 文治会員：橋本夏代様、ご多忙の中卓話を頂きあ

りがとうございます。 

川口 禮敬会員：橋本夏代様、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。  

内藤 幸彦会員：川崎 FM社長 橋本夏代様本日の卓話に

お越し頂きまして誠にありがとうございま

す。川崎 FMを大いに宣伝してください。 

小丸 日出夫会員：川崎 FM代表取締役 橋本夏代様、本

日は当クラブにお出で頂き誠にありがとうご

ざいます。卓話を楽しみにしております。神

奈川県赤十字血液センター長谷川詩織様、よ

うこそお出で頂きありがとうございます。当

クラブは長年の献血活動が評価され、昨年川

崎市長より表彰されました。そのことを励み

として今年度も今週の土曜日に例年どおり献

血活動の活動をやらせて頂きます。 

細山 勝三郎会員：川崎 FM代表取締役 橋本夏代様卓話

ありがとうございます。 

白井 正男会員：先日、市川宏会員・細山会員には大変

お世話になりました。 

金子 利昭会員：例会に出られなくて申し訳ありません

でした。体調はあまり良くないですが出来る

限り出席します。よろしくお願いします。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよろ

しくお願いいたします。 

島 利夫会員：ノートルダム大聖堂が焼け落ちました。

大変残念です。火の用心ですね。 

中山 武夫会員：川崎 FM代表取締役 橋本夏代様卓話ご

苦労様です。 

合計  12件     16,000円。 

累計  494件    645,000円 

会 長 報 告 小丸 日出夫パスト会長 

1.＜再案内＞地区より入会 3年未満の会員対象の新企画 

 「フレッシュ」交流会 開催について再案内が届いて 

 おります。（人数にゆとりがありますので、是非ご参加 

 ください） 

  日 時：4月 25日（木） 15：00～18：30 

  場 所：メモワールプラザソシア 21 4Fウイング 

2.横浜中ロータリークラブより創立記念事業第 4回障が

い者の作品展 開催のご案内が届いております。 

日 時：4月 18日（木）～21日（日）場 所：神奈川

県民ホール 第 4展示場 詳細は回覧いたします。 

 3.ロータリー情報研究会よりロータリー情報冊子のご案 

  内が届いております。詳細は回覧いたします。 

 4.中原区ゲートボール協会より平成 31年度 中原区ゲ 

  ートボール協会春季大会開催のご案内が届いており 

  ます。日 時：4月 26日（金） 開会式 8：30 競 

  技開始 9：00 予備日 4月 30日（火）場 所：中原 

  区 等々力緑地“桜の園” 

幹 事 報 告 貝田 充幹事 

1.例会変更 

 川崎高津南  4月 22日（月）→19日（金）に移動 

        4クラブ合同研修会 ホテル KSP 

        5月 6日（月）休会  

        5月 20日（月）例会なし 

        5月 27日（月）→26日（日）～27日 

        （月）へ移動 認症状伝達式 広島 

 川崎高津   4月 18日（木）→19日（金）移動例

会 

        4クラブ合同研修セミナー ホテル

KSP 

        5月 2日（木）→19日（金）移動例会 

        5月 9日（木）→11日（土）移動例会

「献血活動」溝ノ口駅前北口 

        5月 16日（木）移動例会「養護学校慰 

        問」神奈川県立高津養護学校 

 2.会報受領 川崎とどろき RC 回覧いたします。 

 3.次週 4/23は例会終了後、次年度理事・役員・委員長 

  の写真撮影がございます。該当の方は、ネクタイ・ 

上着着用にて例会にご出席お願いいたします。 

 4.再来週 4/30は休会です。 

 

 

 



ご 挨 拶  

神奈川県赤十字血液センター  

第一推進一部 血液推進課 長谷川 詩帆様 

 

 

 

 

卓 話  

かわさき市民放送株式会社 

代表取締役社長 橋本 夏代様 

 
略歴 

1964年生まれ。川崎市出身。多摩区在住。 

神奈川県立百合丘高等学校卒業。東横学園女子短期大学 

国語国文学科卒業。 

1985年 東京急行電鉄株式会社入社 ケーブルテレビジ

ョン開発室へ配属。 

1987年 東急ケーブルテレビジョン株式会社が開局と共

に出向。 

※現、イッツ・コミュニケーションズ株式会社管理部

門、メディア部門、営業部門を経験。 

2011年～2017年 横浜ケーブルビジョン株式会社に出

向。コンテンツ部長。 

2017年 イッツ・コミュニケーションズ株式会社へ復

職。メディア事業部部長。 

2018年 6月 28日 かわさき市民放送株式会社 代表取

締役に就任。 

●自己紹介   

私は、昨年 7月より「かわさきＦＭ」の名前で親しま

れているコミュニティＦＭラジオ局「かわさき市民放送

株式会社」の代表取締役社長に就任しました。 

  
●かわさきＦＭについて 

川崎市で唯一のコミュニティＦＭ局として 1996年 7

月 1日に放送を開始しまして、今年で開局 23年になりま

す。 

 川崎市の呼びかけで市と民間法人が共同で立ち上げた

株式会社です。川崎市が 55％を出資ししている「第 3セ

クター」の会社です。 

 設立趣旨の大きな目的の一つは、災害時に川崎市内と

その周辺の情報を発信することとその後の安否情報、ラ

イフライン情報などの生活情報を届けることです。 

 地震や台風などの災害発生時には、川崎市の危機管理

室から割り込み放送が入ります。 また、大地震等の大

災害発生時には臨時災害局となり、川崎市と協力体制の

基、情報を発信することになっています。 

 もう一つ、かわさきＦＭの重要な役目として川崎の市

政情報やイベント情報を始め、暮らしに役立つ生活情報

などを配信するという役目があります。 

 昨年 2018年度の情報発信数です。自社情報ワイド番組

内で扱った川崎市内の「地域情報の発信件数」は約

2,300件。「市民の放送参加人数」は約 1,300人でした。

「防災啓発番組の放送回数」は 122回でした。他の時間

帯も含めると、「市民の放送参加人数」は倍近い数字にな

ると思います。 



 スタジオ裏は出演者やゲストの方達で賑わっていま

す。多くの方達が参加している感じが、私がかわさきＦ

Ｍに来て、一番素敵だなと思ったことでした。 

 かわさきＦＭは、災害時の情報発信がきちんと出来る

「必要とされるラジオ」。 

市民の方達の暮らしに役立つ情報を日々、発信出来る

「日常的に頼りになるラジオ」。 

ラジオと言えば音楽、スポーツ中継。生活にプラスαの楽

しさをお届け出来る「エンターテイメント性もあるラジ

オ」を目指していきます。 

 
 

 春 の 献 血 社会奉仕委員会 

平成３１年４月２０日（土） 

武蔵小杉駅前ららテラスバス停付近 

 

 


