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第 2014 回（本年度 第 8 回） 例会 平成 26 年 8 月 27 日  曇り 

  

●司会            飯塚 元明 ＳＡＡ 

●点鐘              竹中 裕彦 会長 

 

 

●斉唱   ♪ソングリーダー  石渡 利治 会員 

「奉仕の理想」 

本日のゲストの紹介       竹中 裕彦 会長 

永松 慎太郎 会員紹介       鷲尾 悟 様 

 

 

来訪ロータリア来ンの紹介   飯塚 元明 ＳＡＡ 

本日来訪ロータリアンの方はございません           

 

今週の花言葉        横山 俊夫 花委員長 

川崎大師ロータリークラブ８月２７日(水)のお花ヒマワリ

（向日葵）・・・[私はあなただけを見つめる] 

ヒマワリは花が太陽の方向を追うように動くことに由来

する。 

ゆえに、花言葉も性質に

ちなんでいる。ただし、

太陽を追って動くのは

成長が盛んな若い時期

だけになり、完全に開い

た花は東を向いたまま

となる。 

 

会長報告            竹中 裕彦 会長 

１．米山梅吉記念館の 100 円募金が 8000 円集まりました

ので手続きをしております。 

２．９月例会案内を配布させて頂いております。その中で

特に 9/10 第３回クラブ協議会と 9/24 ガバナー公式訪問に

ついては手帳に記入をお願い致します。 

クラブ協議会は、次年度理事・役員と次々年度会長の選出

方法を諮問させて頂くのと中村ガバナー補佐をお迎えし

クラブの活動についてご指導頂く大切な協議会となって

おります。全会員の方の出席をお願い致します。 

３．今年度地区大会関連の情報をまとめて再度ご連絡致し

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 
 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Daishi_bashi_night.jpg
http://kawasakidaishi-rc.com/
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ます。 

10/7 東日本大震災チャリティーディナーパーティー 

10/14 ポリオ撲滅チャリティーゴルフ大会 

11/8(土) 地区大会本会議 パシフィコ横浜 

４．各クラブの例会変更のお知らせを回覧しておりますの

でメークアップにお役立て下さい。 

 

     

出席報告       出井 宏樹  出席委員長代理 

会員数 対象者 出席 欠席 出席率

2014 回 56 46 29 17 63.04 ％

2012 回 56 49 30 19 61.22 ％

4 修正出席率 69.39 ％前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　  

 

メークアップ          

野沢 会員・中村（眞）会員・須山 会員・永松 会員 

                

スマイルレポート(ニコニコボックス)    

坂東 保則 副会長 

宮山 光男会員 

8 月 20 日、エイジング委員会出席の皆様有難うございま

した。 

安藤 賢一会員 

大﨑さん、入会おめでとうございます。 ロータリーライ

フを楽しみましょう。 

今週末、8 月 30 日(土)セブンイレブン川崎古川町店 

ＯＰＥＮします。7 店舗目になります。 

竹田 正和会員 

濱舘様ようこそお越し下さいました。卓話宜しくお願い致

します。 

先日のローターアクト例会、楽しい一日でした。無事に終

わって何よりです。 

細谷 重徳会員 

出席が悪くてご迷惑致しております。これからは出が良く

なると思います。 

横山 俊夫会員 

地区ＲＡ代表公式訪問に多くのロータリアンにご出席を

頂きありがとうございました。石渡 勝朗会員、濱舘さま、

ようこそロータリーへ。 卓話楽しみにしております。 

須山 文夫会員 

妻への誕生日のお花ありがとうございました。 

急に涼しくなりました。皆様体調を崩されないようご注意

下さい。 かく言う私は夏の疲れもあり体調を崩して絶不

調です。 

小林 勇次会員 

濱舘様、本日の卓話快諾していただきありがとうございま

す。宜しくお願い致します。 

飯塚 元明会員 

牛山様、バッチ有難うございました。   

竹中 裕彦会長 

大﨑さん、ようこそ川崎大師ロータリークラブへ！これか

ら一緒に楽しみましょう。 

濱舘さま、卓話楽しみにしております。宜しくお願い致し

ます。 
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本日のニコニコのテーマ   

「濱舘幸二様、本日の卓話 宜しくお願い致します。」 

鈴木 昇二会員・水口 衛会員・牛山 裕子会員 

坂東 保則会員・長島 亨会員・中村 眞治会員 

鈴木 幹久会員・永松 慎太郎会員・船木 幸雄会員 

炭谷  博功会員・船山  昭三会員・中村  孝会員          

以上  

 

卓話 

卓話者の紹介    小林 勇次 プログラム委員長 

「大師を知って、大師の未来を考えよう」 

濱舘 幸二 様 川崎市川崎区役所大師支所長 

平成 18 年 4 月 市民局市民文化室 主幹 

平成 21 年 4 月 川崎区役所 総務課長 

平成 24 年 4 月 川崎区役所 大師支所長 

 

 昭和 29 年に市立病院で生まれ、宮前小学校、芝中学・

高校を卒業後 昭和 48 年に川崎市役所に奉職し、同時に

明治学院大学第 2 法学部に在籍しました。今年の 12 月に

60 歳になり来年 3 月に定年退職の予定です。本日はお招

き頂きありがとうございます。 

 先ず大師地区の現状ですが、川崎市の人口は 145 万人、

川崎区が 22 万人、そのうち大師地区は、7 万 3 千人で川

崎区の人口の 33％です。面積は 57％を占めています。都

内の小規模市の人口を支所職員 98 名で効率的に運営して

おります。生活保護受給者は 4％で増加傾向にありますが、

ケースワークを行い自立に向けて支援しております。 

 大師の歴史を簡単にひもときますと、1667 年に酒合戦

を記した「水鳥記」が出版されております。1671 年には

大師河原村で製塩業が始まりました。1752 年に池上幸豊

氏が新田の開発許可を得ております。1796 年には将軍家

斉が平間寺を厄除に参詣したことを契機として厄除け大

師が江戸庶民の人気を得て大きく発展するきっかけにな

りました。1871 年に石渡四郎兵衛が国から 2 万坪を借受

け海苔の養殖を始めました。1893 年には梨の新種長十郎

が発見され全国的な人気を得ました。そして、1924 年に

川崎町・大師町・御幸村が合併して川崎市が誕生し、今年

で市制 90 周年を迎えております。 

 大師はお祭りやイベントの盛んな地区でもあります。こ

の 5月には 1751年に始まった川崎大師平間寺の 10年に 1

度の大開帳が行われました。私も 10 歳の時以来 2 枚目の

赤札を頂きました。4 月にはかなまら祭があり商売繁盛・

子孫繁栄近年はエイズ除けとしてＢＢＣ放送の取材を受

けるなど国際的にも有名になっております。4 月中旬には

今年 10 回目の開催となった楽大師があります。7 月には、

地域の皆さんと区役所が協力して始めて来年 20 回目を迎

える大師サマーフェスタがあり大師地区の名所 27 か所を

巡るウォークラリーも賑やかに行われております。続いて

開催される風鈴市も人気があります。8 月には若宮八幡宮

連合渡御があり 10～20 数基の御神輿が表参道や仲見世を

練り歩き川崎大師境内へと入って行きます。10 月には水鳥

の祭りが行われています。 

 これからの大師についてです。大規模な工場や寮が閉鎖

になり一時的に人口が減ったりして商店街も停滞気味に

なっておりましたが、その跡地にマンションが多く建設さ

れております。今後も、平成 28 年 6 月に産業道路駅前に

カワサキチカイ 556 戸、平成 27 年 3 月に大師駅前にシテ

ィテラス川崎鈴木町ガーデンズ 257 戸、同じく観音町にマ

ークウイング川崎 150 戸、その他川崎区内でも多くのマン

ションが建設・計画されております。 

その他事業として大師ジャンクションの近くにスケート

ボードパークが 9 月末に完成予定です。また、大師地区に

関する整備事業としては、京浜急行大師線の連続立体交差

事業として東門前駅～小島新田駅間の地下化が平成 30 年 
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に完成予定です。引き続き川崎大師駅までの地下化も計画

されており、川崎大師駅が地下化になると地上のロータリ

ーが有効活用できるようになります。川崎縦貫道路の整備

として、大師ジャンクション～Ｒ15 への街路先行整備事業

が進められています。さらに、臨海道路東扇島水江線整備

事業では、現在東扇島へは海底トンネルしかないので橋を

かける計画で平成 30 年開通を予定しております。 

また、2020 年東京オリンピック・パラリンピックの開催

を機に、東京国際空港の発着便の増便計画が発表され、国

から市のまちづくり局交通政策室へ内容が示されており

ます。殿町地域を中心に騒音の問題が想定されるので住民

の皆さんへできるだけ速やかに情報を提供してまいりま

す。キングスカイフロントでは、すでに実験動物中央研究

所や川崎市生命科学・環境研究センター及びジョンソン＆

ジョンソンの研修施設ができておりますが、近々ものづく

りナノ医療イノベーションセンターがオープンする予定

です。平成 28 年度には国の施設である国立医薬品食品衛

生研究所も完成する予定です。この地域は大師地区にとっ

ても大きなポテンシャルになると考えます。 

 防災の課題としては、大型台風による高潮やゲリラ豪雨

による多摩川の決壊など水害が懸念されております。首都

圏直下型地震においては、密集した木造家屋の火災予防に

視点を置いた街づくりを進める必要があります。 

 街づくりといえば、川崎大師の表参道と仲見世が都市景

観形成地区に指定されました。お正月は参詣が多くて良い

のですが、普段は寂しい感じがします。皆さんの意見を聞

きながら大師のポテンシャルを活かした街の色やデザイ

ンの方針を検討・策定していくことになります。 

 最後になりますが、東京国際空港の発着便の増加で外国

人観光客が増えることが想定されます。地域の特性を活か

した観光の街づくり、先端医療研究施設を中心とした街づ

くり、中小企業の高度な技術を活かした街づくりなど、地

域の皆さんから遠慮なく多くの意見を出して元気な街づ

くりを目指してください。 

 本日は、お時間を頂きありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 9 月 17 日（水） 

       卓話  

震災派遣と消防活動について 

川崎消防局臨港消防署 若杉 武様 

クラブ会報委員会 

中村 孝／増田 昌美／牛山 裕子／内田 省治 

永松 慎太郎／竹中 裕彦／水口 衛／須山 文夫 

      9 月 24 日 (水) 

  大野ガバナー公式訪問 


