
                

 

 

 

 

 

 

【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 久義会場監督 

 合  唱   「我らの生業」 

 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 

11月 プログラム名 

 11月 3日 休 会 

第 1例会 11月 10日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

李 丹さん 

卓話 会員卓話 

齊藤 かおり会員 

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 

43 名 35 名 

8 名 

対象外 

（4） 

89.74％ 

欠 8 名 

対象外 

（3） 

MU0 名 

 

87.18％ 

 

【本日の欠席者】 三木 治一会員   小林 敏伸会員   

津田 篤志会員  細山勝三郎会員  佐川 陽子会員 

朝山 秀男会員  渡邊 新治会員   齊藤かおり会員 

ニコニココーナー 市川 実 副会場監督 

伊藤 稔会長・長戸 隆彦幹事：窪田様本日はお忙

しいところ卓話ありがとうございます。よろ

しくお願い致します。 

伊藤 文治会員：ご多忙中の中、窪田様には卓話を

頂きありがとうございます。 

内藤 幸彦会員：横浜銀行川崎地域本部長窪田俊也

様、今日はようこそいらっしゃいました。い

つも横浜銀行にはお世話になっていま

す。卓話楽しみに拝聴させて頂きます。 

川口 禮敬会員：窪田俊也様、卓話ありがとうござい

ます。拝聴させて頂きます。 

廣山 宗一会員：野口会員の入会を祝す。 

冨岡 昭一会員：横浜銀行窪田俊部長殿、本日の卓

話よろしくお願い致します。勉強させて下

さい。 

金子 利昭会員：横浜銀行窪田俊也様 本日の卓話

よろしくお願い致します。 

野口 新二会員：皆様おはようございます例年恒例の

神明天神の祭禮も式典のみでした。 

稲冨 正行会員：本日もよろしくお願い致します。横浜

銀行窪田様、当行にはいつもお世話にな

っております。本日の卓話楽しみにしてい

ます。 

堀一 慶明会員：横浜銀行執行役員川崎地域本部長

窪田様お忙しいところありがとうございま

した。 
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鹿島 義久会員：本日は横浜銀行執行役員川崎地域

本部長窪田俊也様卓話よろしくお願い致

します。 

市川 実会員：横浜銀行窪田俊也様卓話よろしくお願

い致します。 

合計   11件 27,    13,000円 

累計  175件    250,000円 

会 長 報 告 伊藤 稔会長 

１． 国際ロータリーより 2020 年 10 月のロータリ

ーレートのお知らせが届いております。 

2020 年 10 月 1 ドル＝105 円 ご参考）2020

年 9月 1 ドル＝106円 

２． 地区ガバナー吉田 隆男様より、先般のガバ

ナー公式訪問のお礼状が届いております。

回覧致致します。 

３． 中原警察署より 令和 3年中原警察署 武道

始式中止のご連絡が届いております。 

４． 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 247 が届いております。

回覧致します。 

５． 地区よりクラブ奉仕委員長会議開催のご案

内が届いております。 

日 時：11月 18日（水）15：30〜17：00 

場 所：HOTEL PLUMM（ホテル プラム）3F

「George V（ジョルジュサンク）」 

６． 地区より 2020年 10月「地域社会の経済発展

月間」のリソースが届きました。回覧致します。 

幹 事 報 告 長戸 隆彦幹事 

１． 例会変更 

新川崎     10月 28日（水）    休会 

 川崎西北   10月 29日（木）    休会 

 川崎幸     10月 30日（金）    休会 

 川崎      10月 29日（木）    休会 

 川崎西     10月 30日（金）   休会 

 川崎鷺沼   10月 28日（水）    休会 

 今年度例会について）  例会場：とうふ屋 

うかい 鷺沼店 2F 

第 1週       昼例会  点鐘 12：30 

第 2週・第 3週  夜間例会 点鐘 18：00 

       第 4週・第 5週  休会 

卓 話 

株式会社 横浜銀行  

執行役員川崎地域本部長 

            窪田 俊也様 

【はまぎん 10年後プロジェクト】 

川崎地域の 10年後プロジェクトについて 

 

（自己紹介） 

横浜銀行の川崎地域本部長をしております窪田と

申します。私は昭和 42 年 6 月 10 日に東京の杉並で

生まれて、今もそこに住み続けています。地元の学校

に通い大学は中央大学の商学部を卒業して平成 4年

に横浜銀行に入行しました。川崎にはご縁がありまし

て支店では 20 年前に川崎支店、8 年前に武蔵小杉

支店で業務をしておりました。また、ロータリークラブ

にも恵比寿支店と蒲田支店の支店長の時にはそれ

ぞれ恵比寿ＲＣ、蒲田ＲＣに入会させて頂いておりま

した。どうぞよろしくお願いします。 

（当行の戦略） 

横浜銀行では、地域ごとの特性を踏まえて 10年後

に向けた課題を見定め、当行の取組方針を設定し、

継続的に推進していく「はまぎん１０年後プロジェクト」

を展開しております。そこで、川崎地域における本プ

ロジェクトの内容についてお伝えしたいと思います。 

川崎市は、経済成長および人口増加が続く稀有な

地域であり、高いポテンシャルを有しています。一方、

産業構造の面では、製造業からライフサイエンス等

の新産業へ転換が進んでおり、これに伴う土地の空

洞化、新産業および成長企業の育成、2022年の生産

緑地指定解除後の土地利活用といった様々な課題も

抱えています。 



当行は、こうした現状と課題を認識し、本市の更な

る成長を後押しするために①持続可能な産業振興、

②まちづくりに向けた施策、に取り組んで参ります。

持続的な産業振興につきましては、川崎市産業振興

財団や大学との連携、お取引先のマッチング等を通

じて、既存産業の付加価値向上と新産業の育成を支

援いたします。また、環境や地域社会への配慮を踏

まえつつ、工場移転後の企業誘致をはじめとする土

地利用転換の支援や、ＢＣＰ対策支援等を行って参り

ます。まちづくりにつきましては、市や地主、デベロッ

パーと連携し、各種再開発案件等に関与するとともに、

生産緑地指定解除を契機とした農地活用の支援やＰ

ＰＰ・ＰＦＩ事業への参画をいたします。 

このような様々な取り組みを通じて、地域金融機関

として、川崎市の持続可能な経済成長と安心して暮ら

せるまちづくりの両立を支援して参ります。 

 
 

 

 

 


