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例会場
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例会日
役 員
つのテスト

●真実かどうか

第1573回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

その為、本年は統一地方選挙の影響があり5月

平成27年5月11日

の実施になっています。今年の基本テーマは

卓話 「地区委員の活動について」
〜国際奉仕委員会〜
木田委員
〜財団人道的補助金小委員会〜
長屋委員
今週の歌「君が代」
「奉仕の理想」

“子どもと高齢者の交通事故防止” です。最近
にもありましたが、特に小さい子供の事故死
が増えていることと、高齢者による自動車の
操作ミスから事故につながるケースも多く報

先週内容
会長挨拶

●みんなのためになるかどうか

告されています。交通安全運動期間のみでは
田中
（慶）会長

なく、普段から交通安全に対する意識を高く
持ち、私ども、運行物流業務に携わる者として
も、気を引き締め努めてまいりたいと思います。
〈交通安全運動歴史〉
以前は1948年（昭和23年）11月15日の国家地方
警察本部長官通達に基づき実施されていまし
たが、自動車の普及に伴う交通事故の急増を
受けて、1962年（昭和37年）からは政府の重要

今年も、春の交通安全運動が5月11日（月）か

施策として交通対策本部が中心となって現在

ら5月20日（水）の10日 間 で 実 施 さ れ ま す。期

は実施しています。

間中の5月20日（水）は “交通事故死ゼロ を 目
指す日” となっています。

幹事報告

例年は4月に実施されていますが、4年に1度行
われる統一地方選挙の年は5月に変更されます。

次週 第1574回 例会予告

平成27年5月18日

卓話 「食事とワインの合わせ方」

尼崎ロータリークラブ会員
株式会社西壱金属
代表取締役社長
西良 耕一 様
清水委員長ゲスト
Weekly No. 1573は由上委員が担当しました。
Weekly No. 1574は郷上委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）
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本田幹事

◦ロータリーの友５月号が届きましたのでお

職業奉仕委員会

配りしました。

次回の出前授業及び職場体験授業をしてい

◦次週5月4日は振り替え休日で例会は休会と

ただける会員様を募集しますのでよろしくお

なります。

願いします。職業奉仕の一環として地域社会
に貢献していきたいと思います。出前授業は

◦本日は定例理事会を開催致します。理事の

小学校で、日程は要相談。職場体験授業は中学

方はご出席下さい。

ゲ

西村委員長

ス

校で、日程は11月頃の3日間になる予定です。

ト

堀委員

親睦活動委員会

矢倉副委員長

大阪府吹田警察署 警視

門野 雅則様

交通課長 交通総務係 警部補

岩瀬 吉晴様

吹田西ロータリークラブ35周年記念例会のご案内

大 阪 中 央 R C

川東 美恵子 様

平 成27年6月1日（月）午 後6時 か ら、新 大 阪
江坂東急REIホテルにおいて、おいしいディ
ナーを食べながら、プロの黒人ジャズ歌手に

出席報告

阪本委員長
●会 員 数 47名 ●来
客
3名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 92.50％
●3月30日の出席率（メーキャップを含む）100％

よる音楽を楽しみたいと思います。
ぜひ、奥さまご同伴の上、ご出席下さい。

社会奉仕委員会

誕生御祝−５月

澁谷委員長

①5/1（金）はクリーンデーです。今回の担当は、

会員
昭和 15 年 5 月 13 日

宮川会員

昭和 41 年 5 月 14 日

清水会員

昭和 46 年 5 月 27 日

堀 会員

昭和 45 年 5 月 28 日

瀬川会員

江坂企業協議会なので、集合場所は７:30、
サニーストンホテル前です。
②ロータリーフェスティバル参加状況報告です。
◦パレード参加者

以上4名

◦キッズダンス

会員夫人
5 月 17 日

長屋会員夫人

5 月 26 日

伊藤会員夫人

◦ポロシャツ購入

新井会員ご夫妻

平成 13 年 5 月 13 日

堀 会員ご夫妻

平成 1 年 5 月 14 日

伊藤会員ご夫妻

昭和 35 年 5 月 18 日

澤井会員ご夫妻

24名

います。

ゴルフ同好会

昭和 39 年 5 月 6 日

2名

※参加者は本日例会終了後打ち合わせを行

結婚御祝−５月
小川会員ご夫妻

2名

◦チャリティーコンサート

以上2名

昭和 38 年 5 月 3 日

家族含め13名

橋本（芳）会員

第14回 クラブ対抗ゴルフコンペのご案内
日時

平成27年6月3日（水）

場所

アートレイクゴルフ倶楽部
〒563-0135
大阪府豊能郡能勢町野間西山9番地

以上5組

TEL 072−737−0888
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スタート

午前8時28分（OUT・IN同時）

集合

午前7時45分

会費

10,000円

《春の全国交通安全運動の経緯について》
○恒例の「春の全国交通安全運動」が、選挙の
関係で、5月11日（月）から20日（水）までの
10日間実施されます。
○本運動は昭和23年から実施され、今回の「春

ニコニコ箱

の全国交通安全運動」が第134回目でござい

山岡副SAA

ます。

◆宮川会員

○現在「全国交通安全運動」は全国一斉に実施

何かとイベント欠席のお詫び。

されております。

◆阪本会員

○昭和26年までは、年1回10月から12月の間で

選挙が無事に終了しました。終わった

実施されておりましたが、昭和27年から春

のは午前１時半でした。

季・秋季の年2回開催される事になりました。

◆長屋会員

○昭和51年6月から「春は4月6日から、秋は9月

前回欠席のお詫び。

21日からそれぞれ10日間」となりました。
（統

──────────────────
本日のニコニコ箱

9,000円

累計のニコニコ箱

1,072,000円

一地方選挙の年は除く）
《春の全国交通安全運動について》
○運動の基本は

卓

子供と高齢者の交通事故防止

話

◦件数・死者数・負傷者は前年より減少

「春の交通安全運動」
5／11（月）〜5／20（水）

◦子供は歩行中の事故の約4割が飛び出し
◦高齢者の約5割が歩行者

吹田警察署 交通課 課長
警視 門野 雅則 様
阪本委員長ゲスト

主な原因は信号無視と危険な横断
○運動の重点は
◦自転車の安全利用の推進
◦全ての座席のシートベルトとチャイルド
シートの正しい着用の徹底
◦飲酒運転の根絶
《交通事故の発生状況について》
○昨年の大阪府下の交通事故による死者数は

《平素の謝意》

143人。10年連続の減少で統計史上最小でし

吹田警察署の門野でございます。

た。今年は、第9次大阪府交通安全計画の最

皆様方におかれましては、平素から警察行

終年「大阪府下の交通事故死者数を122人以

政各般、とりわけ交通警察行政に格別のご支

下」を目標としています。

援・ご協力を賜り厚くお礼申し上げます。
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ロータリーに輝きを

吹田西ロータリークラブ
※優先道路等の通行車を妨害

○本年3月末までの大阪府下の交通事故は
件数

※環状交差点内の通行車を妨害

9,964件（前年比−254件）

死者数

※交差点・環状交差点での安全確認・

52名（前年比＋ 19名）

安全進行の義務を怠った

負傷者数 11,809名（前年比−402名）

《抑止対策等の取組み》

○本年3月末までの吹田市は
件数
死者数
負傷者数

交通事故の発生は減少傾向にありますが、

101件（前年比− 50件）
2名（前年比＋

交通事故を１件でも減少させることができる

0名）

よう、引続き、限られた警察力を最大限投入し、

116名（前年比− 57名）

重大事故の原因となっている「悪質３Ｓ違反」
や「交差点付近の違反」を重点とした取締りの

○自転車が関連する交通事故が増加しており
ます。

強化及び、関係機関・団体の皆さんと一体と

◦自転車関連事故抑止重点警察署は府下13

なった、交通安全意識の高揚を図るための「広

署指定され吹田警察署も含まれている。

報・啓発活動」や「マナーアップ運動」また、

◦自転車の取り締まりを強化し、広芝町交

道路管理者との連携による交通環境の整備等、
ハード・ソフト両面からの諸対策を総合的に

差点・泉町交差点で取締強化。

実施しているところであります。

◦6月1日から「自転車運転者講習制度」

しかし、交通問題の改善等につきましては、

一定の危険な違反行為を2回以上
5,700円

警察独自では為し得るものではなく、関係各

5万円以下の罰金

方面の皆様方と一体となって取り組む必要も

自転車運転者講習会
受講しない場合

あります。

※一定の違反（下記の9項目を含む14項目）

皆様方には、平素から地域住民の方々の先

◦信号無視

頭に立って「交通事故防止」や「めいわく駐車

◦通行禁止違反（歩行者専用道路の通

追放」等の啓発活動にご尽力を頂き、警察と地

行等）
◦通行区分違反

域住民の方々との架け橋として大切な役割を

◦路側帯での歩行者妨害（路側帯を通

担っていただいているところでありますが、

行する際に歩行者の通行を妨害等）

今後とも皆様方の一層のお力添えを賜ります
ようお願い申し上げます。

◦しゃ断踏切立入り（警報器が作動し
ている間の踏切への立入等）

《おわりに》

◦指定場所一時不停止等

おわりに、本説明会にご出席の皆様方にお

◦歩道での歩行者妨害

かれましては、今後の安全運動啓発活動等に

◦整備不良車の運転（制動装置を備え

ご参加していただきます際にも、交通事故防

ていない自転車の運転等）
◦酒酔い運転

止には十分にご留意いただきますようお願い

※交差点右折時に直進車・左折車の進

申し上げますと共に、皆様方の益々のご健勝
とご多幸を祈念いたしまして、私の挨拶とい

行を妨害

たします。

※信号がない交差点で左方からくる車
を妨害
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