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２０１４－２０１５年度 第３０回目 例会

２月１９日 １８時３０分 ホテル第一堺

開会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

ロータリーソング 四つのテストの歌

インターアクトの歌

お客様紹介 親睦委員長 宮 前 美 穂 子

ロータリーの友紹介 掛 水 義 久

会長の時間 会 長 中 井 崇 嗣

幹事報告 幹 事 内 藤 絵 梨 奈

卓話 海外研修報告 帝塚山学院泉ヶ丘中学高校IAC

閉会点鐘 会 長 中 井 崇 嗣

次回例会ご案内

第３１回
２月２６日（木）

青木 陽香様
『開運の鍵』

ホテル第一堺
18：30～

第３２回
３月１日（日）

福井フェニックスRC
合同例会

事務所前
8：30集合

２０１５年２月１３-１４日
国際ロータリー第２６４０地区
ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー）と
財団資金管理セミナーが開催されました。
今後地区研修協議会予定
３月７日 土曜日 会長・財団 部門
３月１５日 日曜日 幹事・米山 部門
３月２１日 土曜日 広報・研修 部門
３月２９日 日曜日 奉仕・管理 部門



LIGHT UP ROTAR ロータリーに輝きを

2015年2月12日（木）例会の記録（第844回）

皆様、先日は堺かるた大会へのご協力ありがとう
ございました。お陰様を持ちまして大成功に終わ
りました。
ロータリー特別月間では2月は世界理解月間とな
っておとります。
1905年2月23日は、ポール・ハリス、ガスターバ
ス・ローア、シルベスター・シール、ハイラム・
ショーレーの4人がシカゴで初めて会合を開いた
日で、この日はロータリーの創立記念日です。よ
って2月は「世界理解月間」と指定されています
。
この月間中、ロータリークラブは世界平和に不可
欠なものとして、理解と善意を強調するクラブ・
プログラムを行うよう要請されています。
また、2月23日の創立記念日は、世界理解と平和
の日（World Understanding and Peace Day）と
定められ、各クラブはこの日、国際理解と友情と
平和へのロータリーの献身を特に認め、強調しな
ければなりません。
さらに2月23日に始まる1週間を「世界理解と平和
週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調する
ことを決議しました。
皆さんそれぞれ様々なご職業をお持ちですので、
一人一人が世界理解につとめることが大切です。
ロータリーについても、新入会員の皆様は特にわ
からないことが多々あります。特別月間や奉仕活
動、いろいろなタイミングで一つ一つ学んで頂け
ればと思います。

クラブ例会変更ご案内
平成２７年３月５日例会は⇒平成２７年３月１日

国際ロータリー第2650地区福井フェニック
スロータリークラブとの合同例会となっておりま
す。バスで出発の会員様は8：30までに堺フェニ
ックスRC事務所前に集合ください直接お越しの会
員様はご相談ください。

ロータリーレート2月 118円です。

お客様紹介

米山記念奨学生 康恵様

堺警察署 交通総務係長 橋本 功様

各 種 御 祝

会員誕生日 該当者なし

家族誕生日 中田 聡会員

入会記念日 該当者なし

創立記念日 小山武士会員

第３回次年度理事会ご案内
次年度理事会を下記のとおり行います。
理事役員の会員様はお集まりいただきますよ
うお願い致します。平成２７年２月１９日１
９:４０～ホテル第一堺 2Ｆ リセス にて
。議案資料等ございましたら連絡ください。



○はじめに

昨年秋、１０月３日付けで堺警察署交通課に着任いたしました。

本日は、「堺フェニックスロータリークラブ」例会にお招きいただき、また、このようなあいさつを申

し上げる機会を賜りまして、大変光栄に存じます。

平素皆様方には、交通安全活動と警察行政各般にわたって深いご理解とご協力いただいておりますこ

とに対しまして、心から敬意を表し感謝を申し上げます。

「運転」に関して本日出席されている方々は、運転免許を取得して何年も経っており「何を今さら」と

思われるかも知れませんが、これを機に少し初心に返っていただき、少し安全意識を高めていただけれ

ば幸いです。

○大阪府下の交通情勢

昨年の大阪府下の交通情勢ですが、件数、死者、負傷者とともに減少し、特に死者数にあっては、一昨

年の数値を更に減少し、統計史上最小の143人（前年比３６人減）ではありましたが、死者数の半数以上

が高齢者でありました。

本年にあっては、昨日現在で既に２３名の方が交通事故で

亡くなっており、高齢者（65歳以上）にあっては１９名と、

交通事故全体の８２．６％を占めております。

昨年と同じ時期に比べると１１名増加、高齢者にあっては

１４名も増加しており厳しいスタートとなっております。

○交通事故抑止のために

先ほど説明させていただきましたとおり、高齢者の交通事故抑止が求められます。警察としては、老人

クラブ連合会や交通連絡協議会等の会合で交通安全講習を実施していきます。また、先日老人ホームに

おいて自転車安全乗り方教室も行いました。

皆様方にもお願いがあります。

皆様も車を運転する時と、自転車を運転する時の「気持ち」って少し違うと思います。

自転車を運転する時は少し「被害者意識」が強くありませんか。車を運転する時は、ほぼ交通ルールを

守ると思います。自転車を運転する時は、「車が止まってくれるだろう」「一時停止も少しくらいなら

・・・」って思っていませんか？



皆様が車を運転していて町中を走っているとき、

自転車を運転している人は、このような方も多いのです。

自分自身が交通事故の当事者とならないように、

もう一度初心に返って自分の運転を見直して運転して

頂けたら幸いです。

○初心に返ること

「初心に返ること」と申しましたが、私は、堺警察署に着任する前の約５年間は門真運転免許試験場

で勤務していました。門真運転免許試験場は免許試験や、車や単車の技能試験、運転免許の更新業務

ばかりではありません。私も辞令を受けて初めて知ったのですが、私の業務していたのは「教習所係

」というところです。皆様方も聞いたことが無いと思います。

「教習所係」というところは、大阪府下38箇所ある大阪府公安委員会指定の自動車教習所の指導、監

督を担当するところです。自動車教習所で運転されている人は、運転免許をまだ取得していない人、

仮免許しか取得していない人など、いわゆる「初心者中の初心者」です。このような「初心者中の初

心者」が一日５，０００人、車を運転しています。しかし、一般道路を走行しても交通事故はほとん

どありません。しかも、死亡事故に至るような交通事故は全国でも数年間記録がありません。

なぜならば、教習生は、速度を守る、安全確認を怠らない、助手席にブレーキがついている先生が同

乗していることなどで危険を察知しやすく、危険からも脱しやすい状況にあるからです。

何よりも、教習生が運転免許を取得したい一心で「安全運転」を心かけているからです。

しかしながら運転免許を取得して数年経つと、その「初心」を忘れてしまって慣れてからくる運転の

ちょっとしたミスで交通事故を起こしてしまいますのです。

皆様方は、車の免許を取得して数年以上が経ちベテランの方ばかりだと思いますが、この日を機会

に少し初心に返っていただいて、安全意識を高めていただきたいと思います。

○終わりに

悲惨な交通事故をなくし、安全で平穏な住みやすい社会を作るため、警察といたしましては、交通安

全施設等の整備、悪質危険な交通違反の取締り、交通安全教育の充実等、交通安全対策を進めてまい

りたいと考えています。

皆様方には、今日の厳しい交通情勢を認識され、

それぞれの地域、職域などにおいて、交通安全の輪を

さらに広げていただき、交通事故の無い明るい

交通社会の現実に一層のご協力下さるようお願いいたします。



出席報告

在籍者 ２８ 名 出席者 １９ 名

出席計算会員 ２３ 名 欠席者 ４ 名

出席免除会員 ６ 名
（山田会員・片木会員

石田会員・松本会員
林 会員・吉住会員）

免除出席者 1 名
林 会員

先々週修正出席率
1月22日 92.96 ％

本日の出席率
2月12日 82.61 ％

欠席報告

メイクアップ報告

ニコニコメッセージ

会長 中井 崇嗣 会員

本日は堺警察署より橋本様、ようこそお越し

下さいました。卓話ありがとうございます。

皆様、堺かるた大会ご協力ありがとうござい

ました。

会長ノミニー 松田 香純 会員

７日の堺かるた大会、お疲れ様でした。

上好 まゆみ 会員

明日2/13 8年前に主人を亡くし命日になりま

す。

宮前 美穂子 会員

７日のかるた大会では、子供達から沢山のエ

ネルギーを頂きました。とても楽しい思い出

になりました。ありがとうございました。

小野 晃範会員 冠婚葬祭

仲峯 由美会員 仕事の為

難波竜太郎会員 仕事の為

掛水 義久会員 遅刻の為

上田 俊夫会員 1/31地区青少年交換委員会

2/8地区青少年交換 伊勢研修

小山 武士会員 2/1 地区青少年交流会

中野 一郎会員 2/11次年度の為の

地区チーム研修セミナー

中井 昭宏会員 2/11次年度の為の

地区チーム研修セミナー

米田眞理子会員 2/11次年度の為の

地区チーム研修セミナー

豊澤 浩 会員 2/11次年度の為の

地区チーム研修セミナー

土居川清掃のご案内

日 時 平成２７年３月８日（日）

受付時間 9：15～9：30

活動時間 9：30～11：00

集合場所 ザビエル公園前 河川敷

申込締切 ２月２０日

メイクアップになりますので是非ご参加くだ

さい。


