
★司会　鈴木慎二郎 SAA
点鐘　河口武生 会長★
ロータリーソング★

「君が代」｢奉仕の理想｣

ソングリーダー  中條藝立 会員

伊藤秀司

仲田真輝様(左)、増田ｶｳﾝｾﾗｰとエリアス君(右)

小山宏明　出席報告

会長報告 河口武生　会長 

　

ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

川崎南ＲＣ　近藤 雅修 様
　　　　　　鈴木 雄三 様

【ゲストスピーカー】

　 富士通株式会社

   常務理事 川崎工場長

　 三宅 龍哉 様

【ロータリー財団学友】

　 仲田 真輝 様（旧：国際親善奨学生）

【ロータリー青少年交換学生】

　 Niklas Elias Kopp (エリアス)君

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.ワールドクラスの取り組みに対してワールドクラスピ
 ンを贈呈
2.11/12（木）休会　地区大会参加下さい　11：00　
 川崎駅集合　12：00～例会
3.第32回ライラ開催
　 2/22(土)～21(日)横浜市野島青少年研修センター
　 パンフレット配布

1.例会変更のお知らせ

今後の予定
◎ 11月12日(木)→14日(土) 移動例会　地区大会へ参加
　　 　　　　　　　　　　集　合 ： 11：00　川崎駅時計台
◎ 11月19日(木) 　「クラブフォーラム全体会議」
◎ 11月26日(木)→30日（月）３ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　　　　受付　18：00　点鐘　18：30

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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富津シティＲＣ

●川崎幸ＲＣ
 11/13（金）→14日（土）に変更　地区大会へ参加
 12/18（金）→15日（火）年忘れ家族例会
●川崎大師ＲＣ
 11/11（水）→14日（土）に変更　地区大会へ参加
　 11/25（水）→30日（月）に変更　３ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　 　　　川崎日航ホテル　12階（西・中の間）
●川崎中央ＲＣ
 11/  2（月）→14日（土）に変更　地区大会へ参加
 11/30（月）夜間移動例会
　　　　 　　　　 ３ＲＣ合同親睦夜間例会
　　　　　　　 　 川崎日航ホテル　12階（西・中の間）

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告

4.その他
 増田洋一会員ご尊父様がご逝去されました。故人
 のご冥福をお祈りし、ここに謹んでお知らせ申し上
 げます。
①川崎区学童軟式野球大会新人戦
 11/7 （土）開会式　8：00～大師少年球場
　 11/15(日)　閉会式　13：30頃
②川崎マリーン杯争奪　学童野球秋季大会
 開会式 11/23(日・祝)8：00～　宮前小学校
　 閉会式　11/29(日)      14：00頃
③11/5　広報雑誌委員長会議　山本委員長
④11/5　自殺防止ｾﾐﾅｰ　河口会長、鈴木会員
⑤11/17(火)クラブ奉仕委員長会議　安本委員長
⑥11/27(金)国際奉仕委員長会議　増田洋一委員長
⑦12/8(火)職業奉仕委員長会議　小枝委員長
⑧移動例会及び奉仕活動へのご参加の御礼
　　・10/15　ＩＣＵキャンパスツアー移動例会（20名）
　　・10/22　鎌倉散策夜間移動例会（40名）
　　・10/29  7クラブ親睦ゴルフ大会（8名）
　　・10/31　干潟館フェスタ（17名）

委員会報告　　

■小山宏明　青少年奉仕副委員長
　   学童野球大会の件
■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　 ロータリーの友掲載記事に関する報告　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

茶谷龍太・伊藤秀司・小峰則明・森野知良
安本好勝・山崎美津夫



◆ 森野会員
　  三宅様、以前貴社ユニオンビルにて、結婚式場の Ｂ１で
  貸衣装室を営業しておりました。
 その節は、有難うございました。森野感謝。
◆ 福嶋会員
　 エリアス君、先の干潟館フェスタに参加お疲れ様でした。
　 楽しかったでしょう！
◆ 山本会員
1. 体調不良の為、10/31干潟館フェスタ2015に参加手伝
 い ができず、すみませんでした。
2. 鎌倉散策では家族がお世話になりました。
3.  安本様、土地調査の件、色々有難うございます。
◆ 中條会員
 先月のＩＣＵ国際基督教大学キャンパス訪問欠席で申し
  訳ございませんでした。
 山本様、御幡様、三野様、小山様有難うございました。
◆ 秦会員
　 申し訳ありません。
　 今日は所要があり、途中退席します。
◆ 河口会員
　  富士通（株）川崎工場三宅様、本日はお忙しい中、当ク
 ラ ブへようこそ越しくださいました。
 卓話のほど、よろしくお願い致します。
◆ 伊藤恒満会員
　 野口さん、御幡さん、先日は遠方までわざわざ有難うご
 ざ いました。
◆ 安本会員
 三宅様、本日のお話楽しみにしております。

◆ 増田敏雄会員
 仲田君、エリアス君ようこそ。
　 クラブが賑やかで楽しくなります。
◆ 御幡会員
1. 鎌倉散策ご参加の皆様、御苦労様でした。
　 特に野口さん、カッコ良かった。
2. 防災の日、干潟館フェスタへご参加の皆様、御苦労様。
 特にコック長の福嶋さん、３時間立ちっぱなしでの作業
 有難うございました。
◆ 小峰会員
 先日の７クラブゴルフでは、小山さんのお陰で良いスコ
 アを出せました。ありがとうございました。
◆ 轟会員
1. 富士通㈱三宅様、本日の卓話をよろしくお願い申し上
 げます。
2.仲田真輝君、ようこそいらっしゃいました。
◆ 鈴木会員
 皆様、久々のホームに戻っての例会です。
 楽しみましょう。
　 三宅様、ようこそおいで下さいました。本日の卓話楽し
 みにしております。
◆ 小山会員
　 三宅龍哉様、本日の卓話宜しくお願い致します。
　 西尾さん、昨晩は無理を聞いていただき有難うござい
 ま した。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★いつもお世話になっております。本日は新人とメイクに参りました。
　 今後ともよろしくどうぞ。　（近藤 雅修 様 　川崎南ＲＣ）

　　　富士通株式会社
　 　 常務理事　川崎工場長

　　 三宅 龍哉  様

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 56,000　円

本日のニコニコ　　　20,000　円

　　　累計金額  　 450,000  円

本日の卓話

　

『 川崎市と富士通株式会社』

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

　本日は、富士通株式会社 常務理事 川崎工場長の三宅龍哉様をお迎えし、今年創立
80周年を迎えた「富士通株式会社の歴史」、「技術・コンピュータ開発」、「川崎市と社会
活動」などについてお話をしていただきました。
◆富士通の歴史　
　富士通の歴史は、1923年古河電気工業とドイツのシーメンス社の合弁会社として、富士
電機製造株式会社（現　富士電機株式会社）を設立。　その後、通信機器事業を分離・
独立し、1935年富士通信機製造株式会社を創業し、1967年現在の富士通株式会社に
商号変更をしました。
社名の由来は、古河の「フ」とシーメンス社(ドイツ語では"ジーメンス")の「ジ」をとり「フジ」
→富士（日本一の富士山を象徴）となったそうです。
　当初は､川崎臨海部に工場がありましたが、海に近いことから塩の害や化学工場の排
煙等により、部品が錆びる問題がありました。そこで、南部線沿線に鉄板をしばらく置き、
数日間錆びなかった地域（中原区）に川崎工場を移動しました。これは、当時の実話だ
そうです。
◆技術・コンピュータ開発
　富士通のコンピューター事業の歴史になくてはならい人物、故池田敏雄氏です。
コンピュータの国産化を強力に推し進め、日本のコンピュータ業界に大きく貢献しました。
昭和29年に日本初の実用リレー式コンピュータ「ＦＡＣＯＭ100」を完成。当時としては、
画期的で各所から科学計算の依頼を受けるようになり、富士通はコンピュータに社運を
賭けると明言し、「通信と電子の富士通」 という経営方針を打ち出しました。
因みに、昭和35年製のリレー式コンピュータは現在、川崎工場に動く状態で展示されて
おり、世界で一番長い期間稼働しているコンピュータではないかといわれています。
   2012年6月には、スーパーコンピュータ「京」が完成。今後、さまざまな分野での活躍が
期待されており、「京」の後続機としてポスト「京」の開発計画も進められているそうです。
   1980年に開発されたHEMT（高電子移動度トランジスタ)も世界初のトランジスタ。
携帯電話の基地局で欠かせない物として活躍しています。このHEMTは自動車用レー
ダにも使われ、将来は自動運転を可能とする夢のある技術でもあるそうです。
また、我々にも身近な「らくらくホン」、「手のひら静脈認証」などの開発についても大変
興味深いお話をしていただきました。私達の身の回りのあらゆる所で、富士通の技術が
使われていることを知り、改めて驚き感心しました。
◆川崎市と社会活動
　 富士通の強化運動部として陸上競技では、1992年より6大会連続で日本代表選手を
送り出していたます。アメリカンフットボール（富士通フロンティアーズ）、女子バスケット
（富士通レッドウェーブ）もあり、スポーツを通し健全な社会活動を実施しております。
川崎市との協働事業にも参加し「かわさきスポーツパートナー」に認定されており、市内
小学生を対象に「ふれあい教室」を開催し、スポーツ振興にも力を注いでいます。
本日は、大変貴重なお話しをしていただきまして誠にありがとうございました。

　 野口四郎
プログラム委員長

【プロフィール紹介】


