
                

 

 

 

 

 

 

【2020-21 年度 地区方針】ためになる魅力あるロータリー～自分を磨き品格とクラブの魅力を高めよう〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

   例 会 報 告     

 開会点鐘  伊藤 稔会長  

 司  会   鹿島 義久 SAA 

 合  唱   「それでこそロータリー」 

 お客様紹介 片岡英之 親睦活動委員 

今後のプログラム予定 

9月 プログラム名 

第 2例会 9月 8日 
卓話 川崎市長 

福田 紀彦様 

第 3例会 9月 15日 
川崎タクシーグループ 

代表取締役 關 進様 

出 席 報 告 市川 宏出席副委員長 

会員数 
出席

数 

欠席

数 
出席率 前々回訂正出席率 

42 名 34 名 

8 名 

対象外 

（3） 

87.18％ 

欠 9 名 

対象外 

（6） 

MU0 名 91.67% 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  渡邉 新治会員   市川 実 会員 

佐川 陽子会員  朝倉 和信会員  長戸 隆彦会員  

ニコニココーナー 叶野 聡会員（SAA代理） 

伊藤 稔会長：永山中原区長様、日頃お世話になって

おります。本日はお忙しいところ卓話あり

がとうございます。 

内藤 幸彦会員：ご多忙の中、中原区長永山実幸様

には例会にご出席頂きまして誠にありが

とうございます。卓話楽しみに拝聴させて

頂きます。 

伊藤 文治会員：ご多忙の中、永山区長様卓話を頂き

ありがとうございます。 

川口 禮敬会員：永山実幸区長卓話ありがとうござい

ます。楽しみに拝聴させて頂きます。 

細山 勝三郎会員：永山区長様、本日はありがとうご

ざいます。 

冨岡 昭一会員：永山実幸中原区長様、本日はよろし

くお願い致します。 

萩原 ひとみ会員：本日は永山区長様、川崎中 RCで

の卓話をお引受け頂き、本当にありがとう

ございます。副区長様だった時から長くお

世話になっております。来年 1月には二ケ

領用水に、桜の植樹ができることになりま

した。こちらもどうぞよろしくお願い致しま

す。 

金子 利昭会員：永山実幸中原区長様、本日卓話よろ

しくお願い致します。 

小丸 日出夫会員：本日もよろしくお願いします。 

小島 徹会員：本日もよろしくお願いします。 

鹿島 義久会員：本日の卓話者は中原区長様には、

いつもお世話になっております。SAAの方

ゲストスピーカー 
永山 実幸様 
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が休まれ、代理に叶野さん・栗原さん応援

ありがとうございます。 

 

合計   11件 27,    12,000円 

累計  75件    92,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 地区より米山奨学生・学友夏季レクリエーシ

ョン中止のお知らせが届いております。 

理由）新型コロナウイルスの感染が拡大して

いる状況を鑑み、本年度は中止となりまし

た。 

２． 公益財団法人ロータリー米山記念奨学会よ

りハイライトよねやま 245 が届いております。

回覧致します。 

幹 事 報 告 原 敏之副幹事 

１． 例会変更 

川崎宮前    9月 1日（火）  休会 

        9月 8日（火）   休会 

           9月 15日（火）   休会 

２． 横浜日吉ロータリークラブより「創立 25 周

年記念式典および家族会（12/12）」中止の

お知らせが届いております。理由）コロナ禍

のため 

３． 次週 9/1 は例会終了後、理事役員会を開

催致します。関係各位のご出席をお願い致

します。 

４． ＜9月の予定＞ 

9/1  通常例会 理事役員会 

9/8  通常例会 

9/15 通常例会 ガバナー公式訪問に伴う 

クラブ協議会⓶ 

9/22 休会 

9/29 ガバナー公式訪問 

卓  話 

 川崎市中原区役所 

                    区長 永山 実幸様 

     「安心・安全なまちづくりをＭＥＺＡＳＨＩて」 

 

 

 

中原区長略歴 

  永山 実幸(ながやま みつゆき)区長 

  昭和６０年１月 川崎市役所入庁 

          麻生区役所総務課 

《中略・総務局庁舎管理課、市民局庶務課等を経て》 

  平成２１年４月 総合企画局自治政策部区行政改

革推進担当主幹（現・担当課長） 

平成２４年４月 環境局放射線安全推進室担当課長 

平成２５年４月 環境局放射線安全推進室担当部長 

平成２７年４月 中原区役所区民サービス部長 

平成２９年４月 中原区役所副区長 

平成３０年４月 総務企画局危機管理室長 

平成３１年４月 中原区長  

現在区長就任２年目 

 

 

 

  



 

中原区長の永山実幸です。 

 昨年４月に就任し、平成・令和をかけて着任２年目

となりました。 

 本日の演題に含まれている「MEZASHI」という言葉

は、警察・消防・区役所の連携した取り組みを PR す

るため、中原警察署長・中原消防署長そして中原区

長の３人で結成したユニット名で、川崎市出身の３人

組ロックバンド「SHISHAMO」にちなんで命名したもの

です。３つの長が手を取り合い、三位一体となって

「中原区の安全・安心なまちづくりをめざし
．．．

ます。」とい

う意味が込められています。 

 令和元年東日本台風は区内にも大きな爪痕を残し

ていきましたが、区民の皆さまが力を合わせ、助け合

い、災害に立ち向かったことに、改めて自助・共助

（互助）の大切さ、地域の力強さを痛感いたしました。 

また、今年度は新型コロナウイルス感染症拡大下

において、「新しい生活様式」の実践について、ご理

解・ご協力いただき、心より感謝しております。ウィル

ス拡大防止のため、区民祭を始め様々なお祭り・催し

を中止せざるを得ない状況の中、区民の皆さま同士

の直接「顔の見える関係づくり」が難しくなってきてお

りますが、このような時こそ、前向きに発想を転換し、

知恵を出し合って、新しい生活様式に沿ったコミュニ

ティのあり方を考えていく必要があると感じておりま

す。 

一方で、街なかに目を向ければ、明るい話題もご

ざいます。武蔵小杉駅前の小杉町３丁目東地区にＫ

ｏｓｕｇｉ ３ｒｄ Ａｖｅｍｕｅ（こすぎサードアベニュー）が

竣工しました。来年には、駅前で大型イベントが開催

されているこすぎコアパークのリニューアルも予定さ

れており、駅前がより魅力的な空間へと変化を遂げ

ています。これを機に、サードアベニューとコアパーク

の間の道路の利活用など、駅前全体が心地よく歩き

やすい空間となるよう、より一層取組を進めてまいり

ます。 

今後とも、区役所は、地域の一番身近な行政機関

として、区民の皆さまを始め警察・消防など区内外の

組織とともに、安心・安全で、強く、優しく、だれもが住

み続けたいと思うまちづくりを「MEZASHI」てまいりま

す。 

 

 

 


