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会　長　挨　拶
武田富士子 会長

　本日は、私が気を付けていることをご紹介致しま
す。10の格言です。
　①性格は「顔」に出る
　②生活は「体型」に出る
　③本音は「仕草」に出る
　④美意識は「爪」に出る
　⑤清潔感は「髪」に出る
　⑥気配りは「食べ方」に出る
　⑦芯の強さは「声」に出る
　⑧ストレスは「肌」に出る
　⑨落ち着きのなさは「足」に出る
　⑩人間性は「弱者への態度」に出る
皆様も心当たりがありますか?気をつけましょう!

報　告

１．9月1日(木)第5グループ会長幹事会が東京ベイプラ
　ザにて開催されました。
　当クラブから、私(武田会長)と大川幹事が出席しまし
　た。後程、大川幹事より報告をお願いします。

青少年交換留学生　リア・ロハン・グルジャールさん
　　　　　ホストファミリー　陶 文子さん

幹　事　報　告
大川　裕士幹事

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．会員名簿(2022-23年度版)

〈報　告〉
１．第5グループ会長幹事会報告
　9月1日(木)2022-2023年度R1第2790地区第5グループ
　第2回会長幹事会が東京ベイプラザホテルにて開催
　されましたのでご報告致します。
　議題は3件で、
　①2022-2023年度第5グループ予算案の承認
　②ガバナー公式訪問及び公式訪問前合同例会・
　　合同協議会について
　③アクアラインマラソン開催時の奉仕活動について
　でした。



　議題①につきましては満場一致で承認されました。
　議題②につきましては式次第(案)が提示されました。
　会長・幹事懇談会・合同例会のあと、合同クラブ協
　議会に移り、元気なクラブ実現を目指しての「テー
　マ」の基、3つの討議の柱について話し合う内容で
　す。
　議題③につきましては君津RCは木更津東RC・富津
　シティRC・富津中央RCとフルマラソン担当になりま
　した。各クラブから7名の参加者を募集します。今回
　は家族・友人等は新型コロナの感染予防の観点から
　外し、RC会員限定です。クラブののぼり、ウインド
　ブレーカー等あれば持参して下さいとのことでした。
　集合時間は8時から8時30分。終了時間は冷凍ブルー
　ベリー配布終了までです。
　以上簡単ではありますが、報告とさせて頂きます。
２．次週9月12日(月)の例会は、梶ガバナー補佐が来訪
　され、袖ケ浦RCとの合同例会及びクラブ協議会が
　開催されます。終了時間は14時です。
　会員の皆様、ご出席下さいますようお願い致します。

〈回　覧〉
１．君津RC週報
２．第5グループ週報
３．9月26日(月)の例会、ランチメニュー希望
４．ガバナー公式訪問出欠について
５．親子体験枝豆収穫祭の出欠について
６．米山梅吉記念館賛助会の募集案内

委員会報告
親睦委員会
私の記念日・誕生日

外部卓話
「君津市の交通情勢について」

千葉県君津警察署交通課
千葉県巡査部長　田中　裕亮 様

　君津ロータリークラブの皆
様、こんにちは。只今ご紹介に
預かりました君津警察署交通課
田中と申します。本日はこのよ
うな機会を設けて頂きありがと
うございます。また、日頃から君
津警察署の活動にご協力頂き、
併せて御礼申し上げます。本日
は、君津市内の交通情勢につい
てお話させて頂きたいと思います。
　まず最初に私の自己紹介をさせて頂きたいと思いま
す。私は昨年3月末に高速道路交通警察隊から君津警
察署に赴任しました。赴任後は、君津駅前、大和田、
外箕輪交番を1年弱勤務し、5月に交通課勤務を命ぜら
れ、交通安全講話を初めとする安全教室や交通規制業
務を行っています。
　それでは、君津市内の交通情勢についてお話させて
頂きます。まず、交通事故の発生件数となります。交
通人身事故ですが、8月末現在で123件発生していま
す。昨年の8月末では148件発生していますので、前年
比マイナス25件になります。次に負傷者数ですが、8月
末現在で149名となります。昨年8月末では200名の負
傷者の方がおりましたので、前年比マイナス51名にな
ります。
　続きまして、怪我のない事故、通称物件事故になり
ますが8月末現在で1427件発生しており、昨年8月末に
は1418件であり前年比プラス9件となります。
　人身事故負傷者数はいずれも減少はしております
が、物件事故は多少増加傾向にあります。
　この3年ほど新型コロナウイルスの影響により、外出
制限がかかったことにより君津市を初めとする千葉県
内で減少しています。
　交通死亡事故についてお話致します。
　8月末現在で死亡事故発生件数は2件となります。昨
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年8月末は1名の方が尊い命を失われています。
　今年2件発生した死亡事故の概要をお伝えします。1
件目は6月21日午後7時50分頃、貞元で発生しました。
運転手は男性で高齢者、被害者の方は高齢女性となり
ます。状況として、この日は降雨でした。運転手は付近
のコンビニで買い物後、帰宅するためコンビニを出発
してまもなくでした。進路左側を歩く女性に気付くこと
なく衝突し、高齢女性がお亡くなりになりました。
　2件目は皆様報道でご存知だと思いますが、先月19
日に国道127号線の上り車線で、車を奪った男が運転
する軽自動車が青信号で進行した車と衝突した衝撃に
より車外へ放り出され全身を強く打ち亡くなりました。
　君津警察署では、昨年は2件の死亡事故を発生させ
てしまい、署を揚げて関係機関と連携し安全教室等で
子供から高齢者の方に対し道路の歩き方や横断方法に
ついて説明させて頂いたりしましたが、未だ悪質な運
転をする者もおり、交通取締りを強化しています。君
津市内での死亡事故をこれ以上増やさないためにも警
察活動を強化していきます。
　次に、飲酒運転関係となります。
　君津市内で発生した飲酒運転と、飲酒運転による交
通事故件数です。月計算しますと、約4件から5件ほど
発生しています。この件数を聞いて皆様は驚かれてい
ると思います。
　余談になりますが、千葉県内で1番飲酒運転や飲酒
運転による交通事故の発生が多いところはどこだと思
われますか?
　これだけ飲酒運転の危険性も広めて、厳罰化も進ん
でいる中でそれでも飲酒運転をする者が多数いるとい
うことです。その反面、我々の活動で飲酒取締りを強
化していても運転する者がいるということは君津警察
署も舐められているということにもなります。それは
はっきり申し上げるとお恥ずかしい話であります。
　未だ飲酒運転による交通死亡事故は発生しておりま
せんが、飲酒運転による死亡事故、飲酒運転をする者
をなくすため、今まで以上の取締り活動を実施してい
きます。
　千葉県警察では、子供や高齢者の方が被害に遭う事
故を減らすため、「キラリアップ☆ちば」や「ゼブラス
トップ」活動を重点的に実施しています。
　反射材を付けることで運転手に歩行者の位置を知ら
せるために、反射材を配布しています。
　また、道路横断中の歩行者が被害に遭う事故も多い
ため、ドライバーに対して横断歩行者等妨害等違反の
取締りを実施しています。

ニコニコＢＯＸ

武田富士子	 君津RCの会員名簿が出来上がり皆
様にお渡し出来良かったです。本日
のお客様、陶様、リア様、元気なお
顔で良かったです。ウニバト君とも
同席されて皆様のご理解とご協力の
たまものと感謝です。田中巡査部長
様、本日は卓話ありがとうございま
す。私も車を運転します。気を引き
締めて運転します。

大川　裕士	 千葉県君津警察署交通課	千葉県巡
査部長	田中裕亮様、青少年交換留
学生	リア・ロハン・グルジャール
様、ホストファミリー	陶文子様、
米山奨学生	ウニバト様、来訪あり
がとうございます。

宮嵜　　慎	 君津警察署	田中巡査部長、貴重な
卓話ありがとうございました。リア
様、陶様、ウニバト様、ようこそ君
津RCへ。

内山貴美子	 田中様、本日は卓話ありがとうござ
いました。リアさん、君津ロータ
リーへようこそ!陶様、今後も宜し
くお願いします。ウニバト君、また
1人海外の友達が出来ましたネ!

秋山　大輔	 田中様、本日は貴重なお話をありが
とうございました。

谷　　浩司	 リア様、ようこそ君津ロータリーク
ラブへ。形は違いますが、留学生と
してウニバト君共々、会員の皆様宜
しくお願い致します。

黒岩　靖之	 君津警察署交通課	田中様、卓話あ
りがとうございました。青少年交換
留学生	リア様、ホストファミリー	
陶様、米山奨学生	ウニバト様、今
日は楽しんでいって下さい。

中野　賢二	 事務所の脇のサルスベリの花が今日
も綺麗でした。夏咲く花は少なく、
サルスベリは春の花がなくなり秋の
花にバトンタッチするまで数か月も
少しずつ開花してくれます。とても
ありがたいです。

松浦　広樹	 8月中はZoom例会の参加でしたが、
寂しいものでした。やはり例会場に
出席が良いですね。これからも宜し
くお願いします。

秋元　政寛	 先週は記念日のお花を頂きありがと
うございました。リアちゃん、君津
ロータリーへようこそ。日本での生



活を楽しんで下さい。
馬場　孝弘	 田中様、卓話ありがとうございま

す。車に乗る機会が多いため、交通
ルール・マナーに気をつけていきま
す。

大浦　芳弘	 もう9月です。今年もあと4か月を切
りました。当クラブも武田会長体制
になって既に2か月が経過、計画通
りの活動が出来るように引き続き努
力します。

倉繁　　裕	 2020年以降海外に出かけていませ
んが、昨日10年パスポートを更新
しました。日本人の海外出国者数が
2018、19年頃は150～200万人/月で
あったものが、本年6月に17万人と
未だ10％程度ながらようやく少しず
つ増加しているようです。新型コロ
ナ等の感染症、政情不安の心配なく
海外に行けることを願っています。

藤平　洋司	 君津警察署	田中様、卓話ありがと
うございました。リアちゃんようこ
そ日本へ。そして君津ロータリーへ
家族一同、楽しみにしてお待ちして
おります。

髙橋　雄一	 交換留学生	リアさん、ようこそお
越し下さいました。君津警察署交通
課	田中様、卓話ありがとうござい
ます。

荒井潤一郎	 今日はお客様が多く賑やかでした
ね。

隈元　雅博	 君津警察署	田中様、素晴らしいお
話をありがとうございました。リ
アさん、陶さん、ようこそ君津RC
へ。ウニバト君、これからも共に
ロータリー活動を頑張りましょう。

鈴木　荘一	 一昨日、無事モルック大会終了しま
した。ご協力ありがとうございまし
た。

秋元　直樹	 千葉県君津警察署交通課	田中巡査
部長様、貴重な卓話ありがとうござ
いました。

小幡　　倖	 昨日は畑の芝取り、1日で全部は取
り切れず、野菜が縮んで息をしてい
ました。今年は特に伸びが著しく再
挑戦です。今年も11月15日開始の
狩猟許可申請を済ませました。

佐々木昭博	 先週の野中会員の卓話に触発されて
成田山の鰻屋さん「菊屋」にうなぎ
を食べに行って来ました。野中会員
の一押しだけあって大変美味しかっ

たです。この日はかなりの猛暑でバ
テバテ。新勝寺は周り切らずに断念
しました。

小関　常雄	 田中様、本日は貴重なお話ありがと
うございました。

平野　寛明	 本日は記念品を頂きありがとうござ
いました。

福田　順也	 田中巡査部長ようこそ君津RCへ。
卓話どうもありがとうございまし
た。

坂本　直樹	 リアさん、陶さん、ウニバト君ご来
訪ありがとうございます。田中巡査
部長様、貴重なお話をありがとうご
ざいました。公私ともに安全運転を
心掛けます。

藤代　公成	 田中巡査部長様、貴重な卓話ありが
とうございます。

早見　秀一	 今まで以上に交通安全に気を付けま
す。田中巡査部長様ありがとうござ
いました。

大森　俊介	 田中様、本日は卓話ありがとうござ
いました。リア様、たくさん日本の
ことを学んでいって下さい。宜しく
お願いします。陶様、ウニバト君、
ようこそ君津RCへ。

山内　雅夫	 誕生祝いありがとうございました。
「暑さ」「涼しさ」「蒸し暑さ」が
混在する、まさに季節の変わり目で
すね。体調管理に努め、活動してい
きましょう。

常住　賢二	 先週4回目のワクチン接種を受けま
した。発熱はしませんでしたが、腕
の痛みと倦怠感が酷かったです。

内藤　智介	 君津警察署	田中巡査部長、本日は
貴重な卓話をありがとうございまし
た。飲酒運転撲滅を目指して私もぱ
ぱさん運転代行の業務を頑張りま
す。

藤田　章博	 君津警察署交通課	田中様、貴重な
卓話ありがとうございました!!

篠塚　知美	 記念日、誕生日の会員の皆様、おめ
でとうございます。田中巡査部長
様、貴重な卓話ありがとうございま
す。

秋元ゆかり	 皆様こんにちは。君津警察署	田中
裕亮様、貴重な卓話をありがとうご
ざいました。リア様、陶	文子様、
ウニバト様ご来訪ありがとうござい
ました。


