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「我らの生業」「四つのテスト」

 ソングリーダー　小山宏明 会員

　

伊藤秀司　幹事幹事報告

　　　　

1.例会変更のお知らせ
2.第22回かわさきﾛﾎﾞｯﾄ競技会ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄ完成
　 8/23(日)開催　川崎市産業振興会館にて
3.木曽御嶽噴火災害へのご協力のお願い
4.川崎大師ローターアクトからのお知らせ
5.第10回理事会議事録配布

●川崎高津南ＲＣ
　5/  4(月)　休会（定款細則により）
　5/17(日)～18(月)認証伝達式記念移動例会
　　　　　　　　場所　伊香保温泉－富岡製糸場見学
　5/25(月)→28(木)移動例会
　　　　　　　　川崎高津ロータリークラブ
　　　　　　　　創立３０周年記念例会出席　　　

今後の予定

委員会報告

◎ 4月16日(木)　「川崎市内定時制高校 卓話」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
◎ 4月23日(木)　「ご家族グルメ会」　点鐘　18：00　　　　　　  
　　　　　　　　　　　ﾋﾙｻｲﾄﾞｶﾞｰﾃﾞﾝ内「オートルモンド」
　　　　　　　　　　　横浜市中区新山下1-7-21　
　　　　　　　　　　　TEL：045-623-5591
◎ 5月  7日(木)　「会員卓話」　増田洋一 会員　

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/

E-mail:marin-rc@eagle.ocn.ne.jp
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増田敏雄　会長 

茶谷龍太 親睦活動委員長 

ゲ ス ト
＊週報を送ってくださったＲＣ

　　

ありません

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

ビジター紹介　　　　

　

伊藤恒満　　　　　　出席報告

会長報告 増田敏雄　会長 

                                           　　出席委員長

1.4/4（土）盲導犬募金活動のお礼と送金：77,316円
 増田会長・奥様、伊藤幹事、河口副会長
 松中会員、山本会員、西尾会員、野口会員
 山崎会員、秦会員、中條会員、森野会員
 鈴木会員、福嶋会員　14名
2.4/5（日）マリーンＲＣ杯争奪学童野球春季大会
 増田会長、伊藤幹事、河口副会長、山崎会員
　 野口会員
3.4/7（火）川崎中央ＲＣ３０周年記念式典へ参加
4.4/8（火）川崎南ＲＣ55周年記念式典へ参加
5.富津シティーＲＣより職場訪問のお誘い
　 参加予定：河口会員、小山会員、松中会員
　　　　　　　　  鈴木会員、轟会員

会員数

(敬称略)

本　日

前々回

前々回
メーク
アップ

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ

出席率

前回修正

35

35

34 23 67.65

34 24 70.59 76.47     2
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    10 

　　　　

　　

ありません

■茶谷龍太　親睦活動委員長
　・6/12（木）～13（金）一泊移動例会ご案内
　  ゴルフ・ハイキング開催のお知らせ
　・４月のお誕生会
■野口四郎　青少年交換委員会 ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ
　 青少年受入れ学生のホストファイミリー募集の件
　  是非ともご協力お願い致します。
■山本栄次　国際奉仕副委員長
　 地区研修協議会での
　 研修資料を配布と報告

　　　　

　　

　　

ありません

小枝義夫・森野知良

増田敏雄　会長 スピーカー紹介

　　

川崎市　まちづくり局

小林 延秀　様

　

　　

演題

 「川崎東口地区の歴史と未来について」

　

　４月のお誕生会 

河口武生 会員  4月  3日

栄居　 学 会員　4月20日

Happy
 Birthday!



クラブ会報担当：山崎美津夫委員長

　ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 河口武生　副会長

東日本大震災義援金　 4,000　円

　　　累計金額 　　 84,000　円

本日のニコニコ　　  24,000　円

　　　累計金額  　 815,000　円

◆小山会員
　 小林延秀様、本日の卓話宜しくお願い致します。
◆松中会員
　 小林理事、川崎東口の卓話関心があります。
　 宜しくお願いします。
◆福嶋会員
　 桜散る、寒さこたえて、例会へ　一句。
◆内田会員
　 おととい娘の入学式へ新潟へ行ってきました。
　 これから６年間地獄の授業料の払い込みが．．．
◆増田会員
　 川崎市まちづくり局小林様、本日の卓話楽しみにし
　 ております。宜しくお願い致します。
◆伊藤秀司会員
　 残り81.5日頑張ります。
◆河口会員
　 小林様、本日はようこそいらっしゃいました。
　 本日の卓話宜しくお願い致します。
　 4/4の盲導犬募金活動参加の皆様、お疲れ様でした。

◆佐藤会員
　 幹事の伊藤秀司です。先日、川崎日航ホテルで佐
　 藤会員よりお預かりしました。
　 もう少ししたら出席できるようになります。とおっしゃ
　 っていました。
◆野口会員
   小林様、本日は宜しくお願い致します。
◆中條会員
　 先週、盲導犬募金活動を参加させていただき、良い
　 思い出でした。
◆秦会員
　 今日の卓話楽しみです。
◆鈴木会員
　 寒い時期の桜もきれいなものですね。
　 小林様、本日の卓話楽しみにしております。
　 私の事業所も東口ロータリーに面しておりますので
　 気になるところです。
◆山本会員
　 小林様、本日は宜しくお願い致します。
　 お話楽しみにしております。

　　　

　　

本日の卓話

　　　

　　

本日の卓話

川崎市 まちづくり局
　 小林　延秀　様

　川崎臨海部は明治末期から埋立が始まり工事が盛んに行われるようになると川崎は
京浜工業地帯の中核を形成するようになっていった。

1960年代頃には公害問題が県全域に拡大し大きな社会問題となり、市や県も公害防止
の対策を講じた。企業もこの問題の改善のため環境技術の研究を進め、次第にきれい
な空や川を取り戻していった。この経験から各企業は得意とする分野へ技術を進化さ
せていった。そして、企業間で互いの強みを生かし共有・連携していく、資源循環の
しくみを作った。こうしたイノベーションの推進に伴い、ライフサイエンス・環境分
野を中心とする産業へと展開していく取組みが始まった。その拠点となるのが、川崎
殿町(KING SKY FRONT)エリア。ここで世界最高水準の研究開発が行われる。

また、陸、海、空が融合する恵まれた立地条件、特に羽田空港は国際線のネットワー
クの発達により、世界を視野にいれた産業となる。今までの川崎のイメージが大きく
変わっていくのではないか...。

　川崎駅前東口地区の整備については、大規模な再開発（ｱｾﾞﾘｱ・北口・京急川崎)と
近隣(既存のまち)のリノベーションやコンバーションなどが上げられる。

近隣商店街・川崎駅周辺エリア・西口エリアと相互への回遊性を高めその時代にあっ
た利用環境に変化していくことが必要だ。東口地区は中心部からの進出が少なく地元
住民の愛着も大きい。その地域が培ってきた基盤から新しい芽を見つけ芽が育つ環境
をつくる。そのための余地を残しておくことが必要だと考えられる。

　本日は貴重なお話を聞け大変有意義な卓話でした。川崎東口地区の未来がこれから
も魅力ある地域として発展を遂げていくことと実感いたしました。

小林様、誠に有難うございました。

千葉大学工学部建築工学科卒業、東京都立大学大学院工学研究科修士課程修了後、
1984年（昭和59年）4月　川崎市役所入所、建築局にて 市街地再開発事業、建築指導行政、
住宅政策などを担当。
2005年（平成17年）4月都市計画課長、
2008年（平成20年）4月総合企画局臨海部活性化推進室長、
2012年（平成24年）1月総合企画局担当理事・臨海部国際戦略室長、
2014年（平成26年）4月 まちづくり局担 当理事現在に至る。 

『川崎東口地区の歴史と未来について』

【プロフィール紹介】

松中秀司 会員担当


