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千代則

お 客 様 の ご 紹 介・東 宏英 様（奈良警察署交通第一課長）

RI第2650地区ガバナー
中川

基成

例会プログラム
第19回12月4日
通算1902回

会長の時間

１．握手・挨拶

◇武藤会長

２．開会の点鐘
３．ソング
４．お客様紹介
５．ビジター紹介
６．会長挨拶
７．年次総会
８．委員会報告
９．幹事報告
10．卓話

菅原達典様

11. 閉会の点鐘

改めまして、皆さんこんばんは。一昨日、大阪に万博が決まったと
いうことで、非常に盛り上がっておりまして、あと2年で東京オリンピッ
ク、それまでは元気でいようと思っておりましたが、それから更に5年
後に大阪万博で、それまでもしっかり元気におりたいと思います。今
から50年くらい前に大阪万博がありました時は、私もまだ大学生でし
たが、2～3回行ったのを覚えております。これを機会にまた関西が非
常に盛り上がればいいなと思っております。ご報告ですが、先週皆様
方にお知らせいたしました辻本和弘会員の件ですが、お見舞いに幹事
と一緒に行ってまいりました。大変お元気で、昨日退院されました。
皆さんお見舞いに行く間もないくらい早く退院されましてよかったと
思います。また先週の土曜日、青少年の指導者育成セミナーに参加し
てまいりました。主な内容ですが、まず青少年保護について、青少年
交換事業、インターアクト、ローターアクト、RYLAなどの場に於いて、
青少年に肉体的、性的、精神的に危害を加えてはいけない、という当
たり前のことですが、もしもそのような事案が発生した場合、以前で
すとそのロータリアンが、例えば退会するというようなことで終わっ
ておりましたが、今後はロータリー章典にも書き込まれておりますが、
そのクラブの活動停止や、クラブの終結、取消にまで及ぶということ
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例会状況報告
第18回 11月27日
通算1901回
◎会員総数
６３名
◎出席義務者
４５名
◎出席規定免除者(a)
０名
◎出席規定免除者(b)
１８名
◎本日出席
４５名
◎本日欠席
１１名
◎本日出席率８０．３５％
第16回 11月13日
通算1899回の修正
◎欠席者
６名
◎免除者の欠席者
９名
◎欠席者の補填者
３名
◎免除者の補填者
０名
◎出席率
８８．８８％

です。その後ローターアクト・インターアクト、RYLA、青少年交換の各プログラムにつ
いてのお話、地区内ローターアクト代表者のパネルディスカッションがありました。そ
の中での青少年交換代表の方からのお話で、国際的な観点で奉仕活動といいますのが、
日本の場合は社会に良いことをしようということが主になって進んでおりますが、ヨー
ロッパは少し違って、世の中をどう変えればよいのかというところまで、アクティブに
行うのが奉仕活動であるとのことで、その辺のところが根本的に違うなと思いました。
他にホームドアというNPO法人代表者のお話があり、26歳の女性で、大阪のあいりん地区
の炊き出しに携わったり、ホームレスの就業にご尽力されておられる方ですが、僅か26
歳の若い方がなぜこのようなことをされているのかという問いに、「知ったら、知った
責任がある。」と答えておられました。我々も何かと様々な事があるわけですが、知っ
てしまったら知った事に対する責任がついて回る、そのことによって行動を起こしてい
かなければならないと思いました。最初、青少年育成セミナーということで、行ってみ
たら少し中身が違うなと思っていたのですが、若い方から様々なお話を聞く機会により
まして、本当に指導されてきたな、指導者育成セミナー、その名のとおりだなと思いま
した。4時間ほどのセミナーでしたが、皆様に報告させていただきました。

指名委員会 告知
◇武藤会長 奈良大宮ロータリークラブ細則第３条第１節（ｃ）「指名委員会は、年次
総会1週間前の例会において、次次年度会長および次年度副会長、幹事、会計および他
の5人の理事、会場監督の各候補者を指名し、その氏名を告知する」となっております
ので、小西指名委員長より候補者の発表をしていただきます。
◇指名委員会 小西委員長
次々年度会長、次年度副会長、幹事、会計、5名の理事、会場
監督の発表をさせていただきます。
次次年度会長
次年度副会長
幹事
会計
理事

多田
宮西
倉田
堀内
佐川
門脇
会場監督 武中

実 君
正伸君
智史君
眞治君
肇 君
伸幸君
洋勝君

髙野 治 君
鈴木 譲君

平方 貴之君

◇武藤会長 有り難うございました。ただいま発表された候補者は、次週の年次総会お
いて承認を受けて決定となります。皆さん次週例会ご出席頂きます様お願いいたします。

委員会報告
◇出席委員会
塩澤委員

◇ニコニコ委員会
川端副委員長

・出席報告

・ニコニコ報告
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委員会報告
◇未来計画委員会

髙野委員長

・当クラブの現状調査を先週からお願いしておりますが、先週
の例会が終わった時点で26名の方からご提出をいただいており
ます。先週も申し上げましたが、広く皆様のご意見をお伺いさ
せていただきまして、未来計画を作成したいと思います。来週
までさせていただきますのでよろしくお願い致します。

◇40周年記念事業実行委員会

冨川副委員長

・1月22日（火）に創立40周年記念式典、祝宴を開催いたします
が、開催まで2カ月を切りました。つきましては12月18日の例会
日ですが、例会前に実行委員会、また例会後には祝宴部会、
記念式典部会、来賓接待部会の3部会を開催致します。各部会に
所属の方はご準備をお願い致します。それぞれの皆様には後日
ご案内させていただきます。

幹事報告

◇谷川幹事
・次週年次総会ですのでご出席お願いいたします。
・本日状差しに地区大会のご案内を入れております。今年はあすか
ロータリークラブ主管での実施となりますので多数のご出席お願
いいたします。入会3年未満の方は新入会員セミナーも対象にな
りますのでよろしくお願いいたします。
・本日配布いたしました12月のスケジュールに間違いがございまし
た。情報集会の開催場所ですが7日の2班が桃谷楼、10日の3班が
物集女での開催となります。申し訳ございませんが訂正お願いい
たします。

卓話講師紹介

◇プログラム委員会

鈴木委員長

本日卓話をいただきます東警部は、大阪市立大学法学部をご卒業
され、昭和60年4月、奈良県警察官を拝命されました。刑事、刑務、
生活安全、警察学校教官等、様々な職務を歴任された後に、平成17
年3月に本部交通指導課に配属され、以降主に交通警察に従事され
ております。生駒警察署、西和警察署、高田警察署で交通課長をさ
れ、平成29年3月から現職の奈良警察署交通第一課長をお務めでご
ざいます。
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卓話
卓話講師：奈良警察署 交通第一課長 警部
東 宏英 様
タイトル：「年末に向けた交通安全対策について
～交通事故を回避する安全運転～」
昨年の奈良県内における交通事故死亡者数は40名
で、交通戦争と言われておりました頃の3ケタの数か
らしますと減少しておりますが、我々の目標は交通
死亡事故をゼロにすることです。40名のうち11名の
方は奈良警察署管内、内8名が65歳以上の高齢者の方、
県下でも40名の内27名が高齢者となっております。
奈良警察署管内だけで昨年742件の人身事故、6,597
件の物損事故が発生、一日20件程度の交通事故があるということです。従いまして常に
危機感を持って運転をお願い致します。これから年末でお酒を飲む機会が増えますが、
まず、しない！させない！飲酒運転です。翌朝に残っている場合も特に注意が必要で、
車は置いて帰り翌朝は電車の利用を基本とすること、お酒を飲む前の冷静な時に帰りの
ことを決めておくことが必要です。次に道路横断中の死亡事故が多発しており、高齢者
の方には夜間、反射材を活用いただければと思います。運転中には交差点右左折時、横
断歩道の歩行者に特に注意が必要です。信号のない横断歩道で見通しが悪い時は徐行、
渡る人がおられる時は必ず停止をお願いします。人身事故で一番多いのは追突事故です。
前方を注視し、事故を絶対に起こさないという安全運転意識の向上で事故は減ると思わ
れます。一度事故が起こりますと、それまでの平穏な生活が脅かされます。無事に帰る
という気持ちでハンドルを握っていただければと思います。（詳しくは動画をご覧ください。）

ニコニコ箱
武藤廣茂

君

中井一男 君
ニコニコ協力

合計

27,000円

累計

1,182,000円

奈良警察署 東警部様、本日は交通安全の卓話ありがとうございます。
年末に向けて安全運転で過せる様、ご指導下さい。
結婚記念のお花、ありがとう御座いました。
谷川千代則君 増井義久 君 川端 昇 君 國原正記 君
倉田智史 君 小西敏文 君 水野憲治 君

◆例会変更のお知らせ◆
2018年12月

■桜井ロータリークラブ■
・12月12日(水)・・・休会（定款細則第6条-1節C）
※ビジター受付：ビジター受付は行いません。
■奈良東ロータリークラブ■
・12月12日(水)・・・クラブ事業「ラオス住血吸虫根絶」実施の為、
休会（定款細則8-1-Cによる）
※ビジター受付：12月12日(水)17：30～18：00 ホテル日航奈良3F
・12月19日(水)・・・家族忘年例会の為、臨時変更
日時 12月19日(水)18：00～ 場所 ホテル日航大阪
※ビジター受付：行いません

次回の例会

２０１８年１２月９日（日）

家族親睦例会
●会報・IT委員会/宮西正伸
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辻本和久

西村甲児

南谷正仁

西本隆一

webmaster/宮西正伸

