
              

 

 

   

 

 

 

 

 

 

【2022-23 年度 地区方針】   「ロータリーの再生」  ―新たな挑戦― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

     例 会 報 告      

 開会点鐘  島 利夫会長  

 司  会   原 敏之会員（会場監督代理） 

 合  唱   ロータリーソング 

         「我らの生業」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 小島 正徳親睦活動委員 

板橋 茂夫様  川崎市中原区長 

半澤 剛様   川崎北ロータリークラブ 

 今後のプログラム予定 

      10月 プログラム 

   10月 4日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

記念式典リハーサル 

理事役員会 

   10月 11日 記念式典リハーサル 

出 席 報 告 佐川 陽子出席副委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

42 名 33 名 

9 名 

対象外 

（4） 

86.84％ 

欠 8名 

対象外 

（5） 

MU1 名 

 

91.89％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員    

長谷川俊雄会員  渡邉 新治会員  奥村 香 会員 

長戸 隆彦会員   片岡 英之会員  小島 満 会員 

大友 徹 会員    

ニコニココーナー 齊藤かおり副会場監督 

半澤 剛様：内藤さんとは同期のガバナー補佐です。

小丸さんとはＲＬＩのＤＬです。本日はお世

話になります。 

島 利夫会長：板橋茂夫区長様、ご多忙の折ありがと

うございます。防災ご専門とのことですの

でよろしくお願い致します。卓話楽しみに

しております。 

川口 禮敬幹事：板橋茂夫中原区長ご多忙のところ

ご来会頂き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。 

冨岡 昭一副会長：中原区長板橋茂夫様、本日は公

務ご多忙のところ卓話にお越し頂きありが

とうございます。楽しみに拝聴させて頂き

ます。 

貝田 充会員：中原区長板橋茂夫様、本日はご来会

頂きありがとうございます。卓話を拝聴さ

せて頂きます。 

細山 勝三郎会員：本日は中原区長板橋茂夫様、卓

話にお越し下さりありがとうございます。 

朝倉 和信会員：卓話よろしくお願い致します。 

内藤 幸彦会員：板橋茂夫区長様、ご多忙の折お越

し頂きまして大変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。また北
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クラブ半澤様お久しぶりです。同期のガバ

ナー補佐です。ありがとうございます。 

稲富 正行会員：中原区長板橋茂夫様、日頃よりお

世話になっております。卓話楽しみにして

いました。よろしくお願い致します。 

合計   9件 27,      10,000円 

累計  131件 176,000円 

会 長 報 告 島 利夫会長 

１． 地区より 2022 年 9 月のロータリーレートの

お知らせが届いております。2022年 9月 1 

＄＝139 円ご参考）2022 年 8 月 1＄＝133

円 

２． 地区より 2022学年度米山カウンセラー研 

修会開催のご案内が届いております。日 

時：10 月 5 日（水） 15：00〜17：00 場 所：

ホテルプラム 3F『ジョルジュ・サンク』 

幹 事 報 告 川口 禮敬幹事 

１． 例会変更 

川崎高津南  9月 19日（月）  休会 

       9月 26日（月）  移動 

例会「納涼家族会」 

新川崎     9月 21日（水）  休会        

川崎マリーン  9月 22日     休会 

       9月 29日（木）  休会       

川崎北      9月 14日（水）  親睦 

移動例会 湯本富士屋ホテル 点鐘 18：00 

       10月 12日（水）  休会 

横浜日吉    9月 14日（水）  夜間 

例会→通常例会（会員によるお茶のお 

点前） 

       10月 12日（水）  通常 

例会→夜間移動例会 点鐘 18：00  

横浜フレンチレストラン「ダンゼロ」 

２． 次週 9/20は休会です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

卓   話 

    紹介   内藤 幸彦会員 

 
 

 

職  歴 

昭和 58年４月 川崎市役所入所 

平成 23年４月 建設緑政局緑政部公園管理課 

担当課長 

平成 25年４月 建設緑政局緑政部緑政課長 

平成 26年４月 建設緑政局総務部庶務課長 

平成 29年４月 多摩区役所道路公園センター 

所長 

平成 31年４月 建設緑政局道路管理部長 

令和２年４月  建設緑政局総務部長 

令和３年４月  総務企画局危機管理室長 

 

 

川崎市中原区長  板橋 茂夫 様 

 



中原区制５０周年、さらにその先へ 

中原区は昭和４７（１９７２）年４月１日、

川崎市の政令指定都市への移行に伴い誕生しま

した。 

その名称は、江戸時代に中原御殿（平塚市）

と江戸を結ぶ中原街道の中継地としての小杉に

御殿と陣屋があったことが由来で、現在、人口

約２６万人を抱え、１行政区でありながら、ひ

とつの自治体と遜色のない規模となっていま

す。 

川崎市では令和４年度からの４年間を対象と

した川崎市総合計画第３期実施計画を策定し、

中原区においても区計画としてコミュニティ、

安全安心、地域福祉、こども支援、スポーツ、

文化、みどりなど、 計３７事業を計画しまし

た。地域の課題解決に向けて取組を進めるとと

もに、区役所の大切な機能であります区民の身

近な窓口として役割を全うしてまいります。 

令和４年度は中原区制５０周年という節目の

年です。この記念すべき年を迎えるに当たり、

区民投票でロゴマークを選定しました。また区

民の皆様の協力のもと作成した「中原区制５０

周年記念 PR 動画」も、現在 YouTube 中原区

チャンネルで公開中です。９月２３日には、中

原区制 50 周年記念イベント「なかはら 50th ‐

その先へ-」を開催し、平成１２（2000）年に

区役所敷地内に設置したタイムカプセルの収納

品のお披露目や、記念ＰＲ動画の上映などを行

い、区民の皆様と５０周年を祝います。 

その他にも区内のイベントに参加すると記念

品が当たる「中原区をもっと好きになるプロジ

ェクト」、５０周年を盛り上げるマイプロジェ

クトを募集する「わたしの５０周年企画」な

ど、年度を通して皆様の思い出に残る年となる

よう取組を進めているところです。 

この先、令和６年度には川崎市制１００周年

を迎え、等々力緑地をメイン会場の一つとする

全国都市緑化かわさきフェアの開催や、様々な

記念事業も予定されています。 

今後も中原区の魅力を改めて発信してまいり

ますので、区民の皆さまには、引き続き区政の

推進に御協力を賜りますようお願い申し上げま

す。 

 


