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２０１７年５月第５例会 

 

＜点   鐘＞ 
 拍 手 

 
＜握手タイム＞ 
 

＜会長挨拶＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 皆様こんにちは、5月第 5例会でございます､本日は

ゲストに秋葉警察署・交通課課長高山信次様をお呼び

しております。高山様、大変忙しいご公務の中、新津

中央ロータリークラブヘようこそおいでいただきまし

て、大変有難う御座いました。後ほど卓話担当の遠山

悦男君より紹介頂きたい所ですが、遠山悦男君は本日、

古希野球新潟県リーグ戦選手出場のため出席できず、

申し訳ありませんとのメッセージをあずかっておりま

す。後で幹事より紹介させて頂きます。よろしくお願

い申し上げます。 

今日の卓話の演題は｢秋葉警察署管内、交通事情につい

て｣との案内を頂いております。私ごとですがこの４月

に 70歳から 74歳までの免許更新に必要な手続(高齢者

講習)を受けてきました。今までずっと優良ドライバー

という事で、5年免許更新だったのが、これからは、 

3年更新と成り、75歳からはしかも講習のほか、記憶

力、判断力を調べる講習予備検査があるということで

す。まあ昨今の認知症、あるいは予備軍の交通事故状

況を見れば、厳しくなるのはやむお得ないと思います

が、自分自身がその年齢に近続いていることを自覚し、

より安全運転に徹し、運転免許証を汚さないよう努め

たいと思っています。自分の愛車も 10年以上乗ってい

ます。ほとんど故障もなく調子は良いのですが、最近

の安全装置いっぱい付いた車にそろそろ替え時かと思

っていますが、安全運転支援システム、自動ブレーキ

等、ヒューマンエラーをカバーする装置を付ければつ

けるほどコストが上昇とすることで、思い悩んでいま

す。 

最近では､囲碁の世界や将棋の世界でもプロの人間が、

人工知能に負ける時代、近い将来人も車、交通体系も、

どんどん変わって人口知能(AI)を積んだ車が自動運転

で走り出す、そんな時代が来るのかなと思っています。 

高山様からどんな話を聞かせていただけるのか大変興

味がわきます。はなはだ簡単ではございますが、ご挨

拶とさせていただきます 

有難うございました。 

 
＜ゲ ス ト＞  
 新潟県警・秋葉警察署 

交通課課長 高山信次様 
 
＜ビ ジ タ ー＞  
 いらっしゃいません。 
 
＜卓 上 花＞  
花   名／バラ 
原 産 地／西アジア 
生 産 地／新潟市竹尾 
花  言  葉／愛、美、温かい心 
  

＜お食事＞ 
 お食事をどうぞ！ 
 
＜幹事報告＞ 

 １．国際ロータリー第 2560地区 

ガバナー 田中 政春君  
  
 「第 2560地区の夕べ」開催のご案内 

 国際ロータリーアトランタ国際大会も間近に迫って

まいりました。 

 地区ツアー以外で国際大会にご参加される皆様に

「第 2560地区の夕べ」の開催について下記の通りご案   

内いたします。 

 参加ご希望の方は、6月 6日（火）までに、新潟ト

 

 

 

国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 fax 25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽 ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：押 味 弘 一  

幹 事：川 名 一 弘   ｸﾗﾌﾞ会報委員長：坂爪  慶 

2016～2017 年度 

国際ロータリー会長 

ジョンＦ．ジャーム 

(米国 CHATTANOOGAＲＣ） 

人類に奉仕するロータリー 

ＲＯＴＡＲＹ  

ＳＥＲＶＩＮＧ 

ＨＵＭＡＮＩＴＹ 

 

2016～2017 年度 国際ロータリー第 2560 地区ガバナー 田 中 政 春：（長岡西 RC） 

 テーマ  「基本を学び、地域と共に」 



ラベルまでお申し込みください。なお、地区ツアー

でご参加の皆様に関しましては、行程に入っている

ため、お申込の必要はございません。 

 

 日時：2017年 6月 11日（日）18時 30分～（現地時

間にて） 

場所：ＢＲＩＯ Ｔｕｓｃａｎ Ｇｒine 

     700 Aｓｈｗｏｏｄ Ｐｋｗy, Ａtｌａｎt

ａ,GA 30338 

会費：14,000円（飲物代含まず） 

 

２．「社会を明るくする運動」秋葉区推進委員会 

    委員長（秋葉区長）熊 倉 淳 一 

 

  「社会を明かくする運動」（秋葉区推進委員会の開

催について（ご案内）－ 

  

 日時：平成 29年 6月 15日（木） 午後 3時から 

 会場：秋葉区役所 4Ｆ 401会議室 

 議題：（１）第 66回“社会を明るくする運動”秋葉

区活動報告について 

   （２）第 67回“社会を明るくする運動”秋葉区

実施要綱（案）について 

   （３）第 67回“社会を明るくする運動”活動計

画（案）について 

   （４）第 67回“社会を明るくする運動”内閣総

理大臣メッセージの伝達について 

   （５）その他 

  ※当日 費用弁償をお支払いしますので印鑑をご

持参ください。 

  ※出欠の有無を 6月 5日迄にお願い致します。 

   

３．新津商工会議所 

会頭 古川賢一様 

 

 『通常議員総会』開催のご案内 

 

 日時：平成 29年 6月 23日（金） 

 

   ・記念講演 14:30～16:00 

    テーマ 「スポーツ放送 こぼれ話 

         一流の条件」 

    講師   元ＮＨＫアナウンサー 

         齋藤 洋一郎氏 

 

    ・総会  16:10～17:10 

    ・懇親会 17:20～ 

 

 会場：（㈱）一楽  Tel22-3155 

 

※6月 9日（金）迄に出欠のお返事お願いします。  

 

 

 

 

 

４．国際ロータリー第 2560地区 

米山記念奨学委員長 田中雅史君 

奨学生学友委員長  原  正君 

  

       米山奨学生招聘のお願い 

 

燕ロータリークラブより今年で４回目となります

米山記念奨学生と中学生の「第４回 異文化の理 

解セミナー」の企画のお話を頂戴いたしました。 

  地区の米山記念奨学委員会でこの申し出に協議を

いたしました結果、日本と母国の相互の異文化を

理解しその架け橋になるという米山記念奨学生の

使命を考えた時、新潟の中学生との交流を図ろう

とする試みはまさにその精神に則った企画ではな

いかということになり賛同いたすことどなりまし

た。 

  つきましては、貴クラブで受け入れている奨学生

に出 席の要請をしていただきたく 

お願い申し上げます。 

 

第 4回 異文化の相互理解セミナー（案） 

 

開催日  2017年 9月 25日（月） 

開催会場  燕市立燕中学校 

集合場所  燕三条ワシントンホテル 3階（雅） 

       〒959-1232新潟県燕市井土巻 3-65 

       T E L 0256-66-2000 

・スケジュール 

   12:00 受付開始 

   12:30 燕ロータリークラブ例会に出席 → 

燕三条ワシントンホテル 

   12 : 30～13 : 30 （昼食） 

   13:30 バスにて燕中学校に移動 

   13:45 燕中学校到着   上 

   14:00 セミナー開始 

   米山奨学生と冲学生（203名）が小グループに

分かれて交流。 

   ※ 後日参加者の皆様へ詳しい案内をお送り致

します 

   15:40 セミナー終了 

   16:00 燕中学校出発→ＪＲ燕三条駅 

     

    ※申し込み締め切り 7月 14日（金） 

 

５．秋葉区バスケットボール協会 

               会長 阿部英司様 

 

  第 19回秋葉区中学校バスケットボール大  

  会、共催の御礼及び押味会長、大会列席への御礼

が届いております 

 
＜委員会報告＞ 
・ロータリー財団委員長 風間 啓一郎君より 
 財団ボックスのお願いがありました。 
 
 
 



＜出席報告＞ 
前回の訂正 欠席者 10 名中 4 名メーキャップ 

のため 78.58％に訂正。 
  本日の出席 会員 28 名中 18 名出席で 

64.29％でした。 

 

＜プログラム＞ 

 本日の卓話は、ロータリー情報委員長 遠山 悦男

君の御紹介で新潟県警・秋葉警察署 交通課課長 

高山信次様をお招きし、「秋葉警察署管内の降雨痛事

情について」と題するお話しをしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコボックス  

◇秋葉警察署 高山交通課長様 

 本日の御来訪有難うございます。県民の安心安全 

 な街づくりの為の御尽力に深く感謝しております。 

 8月のにいつ夏祭りもよろしくお願い致します。 

                  川名 一弘君 

 

◇所用により早退させていただきます。 

                  草野   満君 

 

◇早退します。 

                  小川 信正君 

 

◇用があるため早退します。 

                   山田 道夫君 

◇ＦＭにいつで、今日 2時から井浦 行重さんがゲス

ト出演されます。応援委来てください！ 

宜しくお願い致します。              

諸橋 敏松君 

         

    本日の合計 5,000 円（累計 231,350 円） 

 

財団ボックス  

◇財団ボックスのご協力ありがとうございました。 

 

                  風間 啓一郎君 

 コイン BOXより 

 

    本日の合計  4,757円（累計 38,377 円） 

＜点 鐘＞  

 拍  手 


