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川崎北ロータリークラブ会報

第2929例会	 令和 3年 4月 7日（水）
（本年度第 25回）　ハイブリッド 4回

点　鐘 松山 直樹 会長

司会と斉唱 横山 芳春 会場監督
「君が代」並びに「奉仕の理想」

出席報告

会員数 47名 出席 47名 欠席 0名

（対象外 0名） 出席率 100%

お客様紹介 松山 直樹 会長
高橋 厚志 様（川崎西 RC）

会長報告 松山 直樹 会長
1.	理事会報告
2.		地区より、米山記念奨学生カウンセラーの委嘱状とハンド
ブックが届きましたのでお渡しいたします。

幹事報告 谷口 一成 幹事
1.	地区からの来信
①		米山奨学生 ･カウンセラーのためのオリエンテーション
開催のご案内
日時：4月 17日（土）14：00-16：30
場所：ホテルキャメロットジャパン
※野口	隆一	カウンセラーご出席お願いいたします。

②	女性交流会（輝く女性ロータリアンの集い）開催のご案内
日時：6月 1日（火）16：00-18：00
場所：ホテルニューグランド
※	クルーズ	由美子	会員、星野	妃世子	会員、色摩	和恵	
会員、よろしくお願いいたします。

③		オンライン RLI パートⅢ開催のご案内
日時：4月 18日（日）9：00-17：00
※参加者募集中

2.	他クラブ例会臨時変更
	●川崎大師 RC
4 月 28日（水）　休会
	●川崎マリーン RC
4 月 29日 ･5 月 6日（木）　休会
	●川崎中央 RC
5 月 3日（月）　休会
5月 24日（月）　職場訪問	カルッツ川崎	川崎水族館
5月 31日（月）　休会
	●川崎西北 RC
4月 29日 ･5 月 6日（木）　休会

	●川崎宮前 RC
4月 6日（火）～通常例会　4/27 第 4週につき例会なし
	●川崎 RC
4 月 29日・5月 6日（木）　休会

お祝い クルーズ 由美子 親睦委員長
4 月祝事：おめでとうございます !

	●会員誕生日
石井	弘	会員　花田	薫	会員　小林	政男	会員　朝山	浩	会員
石坂	想	会員　松田	卓也	会員
	●ご夫人誕生日
甲田	明子	様　宮崎	京子	様　山川	真由美	様　峯岸	亜矢	様
上山	実帆	様
	●結婚記念日
宮崎	秀樹	会員　小林	政男	会員　帯谷	昌充	会員
上山	剛志	会員
	●入会記念日
若林	潤	会員　小澤	秀昭	会員　重田	洋一	会員
横山	芳春	会員　峯岸	雅宏	会員　野口	隆一	会員

卓話 末永 直 会員
本日はよろしくお願いいたします。 令和３年４月 日（水）

二子玉川エクセルホテル東急

川崎北ロータリークラブ 卓話 ２回目

政策アドバイザー 「SDGs 未来都市・川崎市の持続可能な
まちづくり」
現在、政策アドバイザーとして川崎市議会議
員を務めております。本日は、現在、市民の
皆様の関心事として挙がっている 3点につい
てお話させていただきます。

【コロナ対策と今後のスケジュール】
接種費用：全額公費負担
対象者：接種日に 16歳以上の方
原則として、接種日に川崎市に住民登録のある方
ただし、長期入院、長期入所している方など、やむを得ない
事情がある場合は、住民票所在地以外でも、ワクチン接種を
受けることができます。



【持続可能なまちづくりを目指して】
武蔵小杉は住みたい町ランキングの上位に入ったこともあり、
めざましい発展を遂げています。開発は今後も続くようです。

数ある政策の中で「南武線連続立体交差事業の推進（武蔵小
杉～川崎）」は、私が最も主張している事業の一つです。踏切
でロスする時間を解消して東西の動きをスムーズにすること
で、地価も上がり、地域活性化に繋がります。本来であれば
昨年度中にこの政策が都市計画決定される予定でしたが、川
崎市はコロナの影響により 280 億円以上の赤字となっている
ために、一旦中断されてしまいました。この政策は、将来市
民の方々の貴重な財産になりますので、引き続き実現に向け
た活動を行って参ります。

例会場からも見えます「等々力大橋の整備事業」は、宮内か
ら二子玉川まで橋がかかる政策であり、令和 7年に完成予定
です。前回の台風により土砂が積み重なり、予定より遅れて
はいるものの、東京都側でも工事が着工され、着々と開発が
進んでいます。この橋がかかることにより、川崎から東京・
横浜間の横（東西）の移動が更にスムーズになり、川崎の町
が活性化されるでしょう。

川崎は縦に移動することが極めて不便です。昨年東京から吉
報があり、首都圏の環状三号線の整備状況について国交省、
東京都、川崎市で会議が行われた結果、東名高速の東京イン
ターチェンジから川崎を通り、アクアラインへとつなげる高
速道路整備の構想が重く受け止められました。将来的な実現
を目指していきたいと思います。

市民の皆様の代表になって、川崎市にその声を届けることが
私の一番の仕事であります。ぜひとも皆様に活用していただ
ければと思います。今後共「末永く」よろしくお願いします。

ニコニコリポート 齊木 貴 副会場監督
松山 直樹 会長、洪 征治 副会長、谷口 一成 幹事
本日は末永会員の卓話をお願いしています。川崎の SDGs
の取り組みについての卓話楽しみにしています。末永会員、
よろしくお願いいたします。

川野 正久 君
末永さんの卓話楽しみにしております。

武田 信平 君
先週 3日 J リーグ第 7節が行われ、フロンターレは大分トリ
ニータとホーム等々力にて戦いました。三笘選手の 2得点で
勝利し、7勝 1 分けの負けなしで 1位をキープしています。
今夜も 19時から等々力にてサガン鳥栖戦が行われますが、連
勝を期待したいと思います。
ビール同好会：戸川 俊雄 君、生垣 繁 君、宮崎 秀樹 君、
大部 哲也 君、洪 征治 君、柳澤 信夫 君、豊見山 徹 君
皆様、コロナに気を付けましょう。末永会員の卓話楽しみ
にしております。

親睦委員会：クルーズ 由美子 君、相良 久征 君、色摩 和恵 君、
松田 卓也 君
末永さん、卓話楽しみです。よろしくお願いいたします。

SAA：横山 芳春 君、齊木 貴 君
末永さん、本日の卓話楽しみにしています。

4 月 12 日から高齢者の接種を開始する予定ですが、4月中のワ
クチンの供給量が極めて限定的であることから、高齢者施設を対
象に実施します。接種順位は重症化リスクの大きさや医療提供体
制の確保等を踏まえ、国で決定した接種順位は次のとおりです。
1.	医療従事者
2.		高齢者（令和 3年度中に 65歳以上になっている昭和 32年
4月 1日以前に生まれた人）
3.	基礎疾患を有する方、高齢者施設等の従事者
4.	それ以外の方
上位 3者以外の者に対し、ワクチンの供給量や地域の実情
等を踏まえて、順次接種をできるようになる予定です。川崎
市は医師会と連携を取り急ピッチで受け入れ態勢を準備して
おりますが、国からの情報も乏しいのが現状です。また、ワ
クチンの接種は、強制ではありませんので、ご注意ください。

（川崎市HPより）
【SDGs未来都市かわさきへ向けた今後の事業】
川崎市は、さまざまな課題を市
民、事業者などと解決してきた歴
史と持続可能な社会の実現に向け
た取り組みが国から評価され、令
和元年 7月に「SDGs 未来都市」に選定されました。川崎市は
SDGs 未来都市として環境・経済・社会の取り組みによる相乗
効果で持続可能な社会を実現していきます。その活動の一環
として、現在「かわさき SDGs パートナー」を募集しています。
応募対象
■川崎市内で事業展開をしている企業等
SDGs の達成に向けた取り組みを通じて、持続可能な経営・
運営への転換、新たなビジネスチャンスや金融機関からの
支援につなげたい方など

■	法人、NPO団体、市民団体、教育・研究機関等：川崎市内
で活動をしている組織
SDGs の達成に向けた活動をみんなに知ってもらいたい、他
の団体や企業の取り組みを知りたい、繋がりたい方など

※	本制度では、応募対象となる企業、団体等を「事業者」と
呼ぶこととします。
<登録、認証により受けられるメリット >

登録：「SDGs パートナー」
登録した事業者には、登録証の発行、パートナー用ロゴの
使用許可、「かわさき SDGs	プラットフォーム」への参加資
格付与、市ホームページ等での事業者名の公表など

認証：「かわさき SDGs ゴールドパートナー」
認証された事業者には、認証書の発行、ゴールドパートナー
用ロゴの使用許可、「かわさき SDGs プラットフォーム」へ
の参加資格付与、市ホームページ等での事業者名と取り組
み内容の紹介、融資制度による優遇措置など

例：水素ステーションの整備
川崎市では、水素社会の実現に向けた水素戦略を掲げ、水素
エネルギーの積極的な利活用による「未来型環境・産業都市」
の実現を目指して、多分野にわたる水素利用の拡大に向けた
取り組みを進めています。

（川崎市HPより）


