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7月16日(土)に2022年規定審議会報告会が開催さ
れました。
当クラブからは、大川幹事、私(武田会長)が出席
致しました。

（敬称略）

皆さんは、道路交通法38条をご存じですか?横断
歩道における歩行者優先の法令です。横断歩道は、
横断しようとする歩行者がいないことが明らかな場
合を除き、横断歩道の直前(停止線のある場合は停
止線の直前)で停止することができる速度で進行し
なければいけない。横断歩道上歩行者の進行を妨げ
てはいけない。と解釈しなさいということらしいで
す。
私の体験です。東京での出来事です。横断歩道に
差し掛かった際、歩行者がいたので一時停止をしよ
うと速度を落とし止まったのですが、歩行者から
「お先にどうぞ」と、手で先に行けと振られたので
車を進行させました。横断歩道を越したところにお
まわりさんがいて、違反だから止まれと言われたの
です。私は、身に覚えがないことなので、なぜ止ま
らせられるか不思議で不快な顔をしておりました。
そうしたらおまわりさんから38条違反と言われま
した。が、何の違反なのか解らないので尋ねまし
た。おまわりさんから横断歩道上で歩行者の進行を
妨げたからだと言われました。私は、その歩行者か
ら「お先にどうぞ」と譲られたからと言ったのです
が聞き入れてもらえず、この38条は「横断歩道は
歩行者優先で歩行者の前を車で走ってはいけないと
いう法律だ」と言うばかりでした。おかしいだろう
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と抗議しましたが、結論切符を切られました。腑に
落ちませんが、私の違反だそうです。
皆さんも、お気を付けください。横断歩道は、歩
行者から譲られても歩行者の進行を妨げる車の走行
はしてはいけません。違反になります。それが、道
路交通法38条です。
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〈配布物〉
１．例会プログラム
２．2022-23年度活動計画書
〈報 告〉
１．例会変更のお知らせ
＜木更津東RC＞
日時：7月27日(水) 早朝清掃移動例会
点鐘：6時30分
場所：太田山公園
内容：清掃奉仕
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２．本日7月25日(月)、青少年交換プログラム
IBS受入オリエンテーションを開催します。
場所：美和幼稚園
時間：18時～
出席対象者：
①ホストファミリー
陶様ご家族・黒岩会員・内藤会員・藤平会員
②カウンセラー
内山会員
③クラブ役員
武田会長・大川幹事
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④青少年奉仕委員会
茂田委員長・石川副委員長・鈴木会員
大森俊介会員・秋元政寛会員
藤平会員・川村会員・藤代会員
宜しくお願いします。
〈回 覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．地区大会の出欠について
４．きみつ秋花火開催中止のおしらせ
５．ロータリー冊子(英語版)
委員会報告
公共イメージ向上委員会

川村

優子委員長

ロータリーの友7月号の紹介
をさせて頂きます。2022-2023
年度国際ロータリーRI ジェニ
ファー・ジョーンズ会長のメッ
セージを紹介します。
横組の7ページになりますが、
私たちのストーリーがマスコミ
で日常的に取り上げられ、ロー
タリーの雑誌が病院や喫茶店などに置かれて人々に読
まれる日がいつか来ることを楽しみにしてきました。
ロータリーの会員が自分たちの活動について詳しくな
るのは素晴らしいことですが、より多くの人が私たちの
ストーリーを知ってくれたらもっと素敵だと思いません
か。このことを念頭において、私は今年度、世界中で
ロータリーを推進するための計画を練りました。今後
12ヶ月間で世界に示していけるようなロータリーの奉
仕プロジェクトに光を当てていきます。それも、戦略的
に。各重点分野で最も影響が大きく、持続可能で大規
模なロータリープロジェクトに焦点を当て、それをイマ
ジン・インパクト・ツアーと呼びます。ロータリーの奉
仕活動と理念がもたらす影響は私たちみんなが感じて
います。今こそ、この感覚を世界の人々と共有する時
です。
と、ストーリーを発信する事ことを強く望んでいま
す。
横組58ページでは、
祖国で人々を助けるウクライナのロータリークラブ
では、2月下旬のロシアによる侵攻以来、ウクライナの
ロータリー会員は定期的にビデオ会議を開いて対策を
講じてきました。会員たちは、負傷者が手当を受けて
いる民間の病院に薬と電力を供給すること、避難家族
のシェルターを見つけること、次々と送られてくる支援

物資を管理することを中心に活動しています。同地区
に授与させたロータリー財団からの4件の災害救援補
助金は50件近い救援プロジェクトに活用されます。さ
らに、世界中のクラブから地区に寄せられた寄付は、
医療物資、食糧、衣服、シェルターなど緊急物資のた
めに使われました。キーウシティロータリー会員は「非
常に多くのロータリーの友人たちが世界中から毎日の
ように支援をよせてくれます。温かい思いが伝わって
きて、心の支えとなっています。」と話します。戦争が
終わった後もずっと人道的な問題は続くでしょう。人
道支援物資の受け入れと配布の態勢と経路を今から整
えておくとこで、将来にも役立つはずです。
と、おっしゃっています。
私は世界中のロータリアンの活動がこのような戦争
時の支援活動そして心の支えになることの素晴らしさ
を再度認識しました。
縦組13ページでは、
「卓話の泉ではフレイルは防げる」、フレイルとは
「虚弱」という意味で健康な状態と要介護状態の中間
地点に当たる、心身の衰えた状態のことを言います。
人は筋力が落ちると外出して人と会うのがおっくうに
なりがちで、体を動かさなくなります。そうすると食欲
が衰え栄養不足となり、さらに筋力が落ちて気分的に
もめいってしまいます。そのまま何もしなければ要介
護状態へと進みますが、生活を見直せば健康な状態に
戻ることも可能です。そのためには、栄養と運動、社
会参加の三つが重要です。
食べること、運動すること、人とのつながりを持つこ
とのどれか一つ欠けても駄目で、三位一体で底上げす
ることが必要と記載されております。社会参加の部分
ではロータリー活動は大切と思い今後も楽しく奉仕活
動をしたいと思います。
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本日のお弁当のうなぎで皆様!!元
気となり、コロナなんか吹っ飛ば
してしまいましょう。手洗い、う
がいの実施も含め、皆様コロナを
吹っ飛ばしましょう。
新型コロナの感染が急拡大してい
ます。会員の皆様、十分に健康管
理をお願いします。
クラブ協議会のご協力ありがとう
ございました。
本日は娘の知人の尺八演奏家坂田
誠山氏の傘寿コンサートのパンフ
レットをご紹介させて頂きまし
た。坂田氏は10年前70歳の頃に
大腸がんステージ4と肺がん左肺
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全摘出を克服され、9月に復活コ
ンサートを開催できるまで快復さ
れた方です。娘も一曲コラボしま
す。もしお知り合いなどでチケッ
トのご所望がある時は小生までご
連絡頂ければありがたいです。
先日は2年越しに富津市民花火大
会を開催することができました。
小・中学生及びその保護者1名と
来場者を限定した花火大会ではあ
りましたが、来場して頂いた方た
ちに喜んで貰えたことが嬉しかっ
たです。コロナ禍がなかなか落ち
着きませんが、感染予防対策を取
りながら、イベント開催など、日
常生活が早く戻ることを願いたい
と思います。
皆様こんにちは。先日、ゴルフコ
ンペでドラコン賞を頂きました。
スコアはいつもと変わらずです
が、とても嬉しかったです。
暑い日が続きます。皆様お体ご自
愛してお過ごし下さい。
日差しも厳しくなり夏本番です
ね。暑さに負けず日々頑張りま
す。
暑い日が続きます。会員、そして
会員各社従業員の方々への熱中症
対策の徹底をお願いします。コロ
ナの急増を受けて、行動制限は実
施しないということですが、個人
的にはどうしても制限気味な行動
になってしまいます。ウィズコロ
ナとは、こういう事態も想定内と
して捉えないといけないのかもし
れませんね。
世界平和と地域貢献を共に頑張っ
てまいりましょう!これからもロー
タリー活動を頑張ります。
マジック残念でした。秋の日本選
手権に期待します。
コロナ感染拡大で、会社のルール
でまた飲み会禁止になってしまい
ました。早く収束することを切に
願います。
第二の梅雨が明け、気持ち良い季
節となりました。たくさん汗をか
き、たくさん岩塩と水分をとり健
康に努めたいと思います。
本日、急きょ早退させて頂きま
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す。皆さん、コロナ感染者が本当
に増えてます。感染対策をしっか
りし、乗り切りましょう。
本日はロータリーの友の紹介をさ
せて頂きます。宜しくお願い致し
ます。
連日暑い日が続きますが、皆様お
気を付け下さいませ。
全国でコロナ感染が急拡大してい
ます。市内の感染者も一気に増
加、うがい・手洗い・マスク着
用、今一度徹底しましょう。
今年の「きみつサマーフェスタ」
は、残念ながら来年へ延期となっ
てしまいました。中野会員がすご
～く残念がっていました。しかし
「屋台祭り」は開催させて頂きま
した。ご来場の皆様、ありがとう
ございました。
日本製鉄かずさマジック残念でし
た。次は日本選手権、ぜひ大阪
ドームへ。すみません、仕事で早
退します。
かずさマジックは、ドームでのト
ヨタ戦は残念でした。投手陣は目
標である2点に抑えたものの、打
線は相手投手の好投の前に抑えら
れてしまいました。秋の日本選手
権に向けて、頑張ってほしいと思
います。私も、ロータリー活動頑
張ります。
連日の猛暑でバテてます。良い夏
バテ対策あったら教えて下さい!う
なぎ美味しかったです。
皆様、お世話になります。今日は
うなぎ弁当です。荒井さんに良
いうなぎを選んで頂き、プレッ
シャーの中造らせて頂きました。
いつもありがとうございます。
かずさマジックの皆様、都市対抗
野球本大会お疲れ様でした!結果は
残念でしたが、日本選手権大会に
向けて心機一転頑張って下さい!!
7月19日に都市対抗野球大会に我
が「かずさマジック」が出場し、
トヨタ自動車と対戦しました。惜
しくも敗けてしまいましたが、選
手たちの頑張りには心を打たれま
した。次は日本選手権です。出場
を祈りたいと思います。今年入会
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したばかりですが、席替抽選に当
たりました。ありがとうございま
す。
かずさマジック、東京ドームでの
対トヨタ戦、打線に課題を残しま
した。10月末からの大阪ドームで
の日本選手権出場を目指して、投
打のバランス良く頑張ってほしい
ところです。
マジック、点数だけは僅差でし
た。次は日本選手権予選ですね。
頑張って地域の皆様を楽しませて
ほしいものです。
かずさマジック残念ながら1回戦
敗退でしたが、気持ちを切り替え
日本選手権に向け応援していきま
す。
今日は顔が真っ赤です。「中野
君、もうできあがってるなぁ。」
と思っている方も多いでしょう。
今日は違います。昨日のイベント
の手伝いで日焼けしました。ヒリ
ヒリです。

クラブ協議会の様子／委員会別会議 (R4.7.25)

