
例会日　毎週月曜日
　　　　12:30PM～13:30PM
例会場　ホテル千成
　　　　Tel:0439-52-8511

事務局
〒299-1144君津市東坂田1-3-3-304
Tel:0439-52-8882
Fax:0439-20-8880

2018～2019年度

国際ロータリー会長　バリー・ラシン
ガ   バ   ナ   ー　橋　岡　久太郎
ガ バ ナ ー 補 佐　吉　野　和　弘

会　  　　  長　永　嶌　嘉　嗣
会長エレクト　内　山　貴美子
副　  会　  長　倉　繁　　　裕

幹　　　事　岡　野　　　祐
編　　　集　大　住　昌　弘

国際ロータリー第2790地区

君津ロータリークラブ週報

平成30年9月  第1例会   晴

開 始 点 鐘
国 家 斉 唱
Ｒ ソ ン グ
お 客 様

四つのテスト

永嶌　嘉嗣会長
君が代
奉仕の理想
髙橋　智典

（千葉県君津警察署 交通課長（警部））
小幡　倖会員

例会数 会員数 対象者 出席率出席 欠席

前々回の修正 メークアップ0名

％
％
％98.25

【 出 席 報 告 】　免除者４名　休会０名

2060
2059

58
58

55
55

53
54

2
1

96.36
98.20

（敬称略）

Vol. 8回　　Ｎｏ.2060　　2018.9.3

会長挨拶及び報告
永嶌嘉嗣会長

　皆さんは良く眠れているでしょうか。現代人は
様々なストレスにさらされており、おそらくそれ
も関係して睡眠障害に悩まされる人が多いです。睡
眠については以前から様々な研究がされておりその
一部は一般の方もご存知のことも多いと思います。
最近この方面で大きな進歩を遂げたことはオレキシ
ンに関する研究です。人間の脳内にはオレキシンと
いうペプチドホルモンがあり、これがその受容体と
結合しているとき覚醒が維持されるということが分
かってきました。ですからそれが結合していないと
きは寝ているということです。オレキシンが少ない
ため何かのきっかけで突然眠ってしまう病気があり
ナルコレプシーといいます。有名な人では浅田哲也
氏などがそうです。嬉しいことが起きると突然眠っ
てしまう現象の表れとして、役満を上がったときに
突然意識を失ってしまうのだそうです。睡眠薬の中
にそのオレキシン受容体拮抗薬という種類のものも
ありますが、効果は従来からあるものとそんなに変
わりません。ただ不眠の訴えがあるというだけでは
不眠症とは言いません。不眠のために昼間の日常生
活、仕事などに明らかな悪影響があるときは確かに
病気ですので治療が必要です。睡眠時無呼吸症候群
という病気もあります。これは睡眠中の呼吸停止の
ために良質な睡眠が得られず、昼間に突然睡魔に襲

われるというものです。眠くなるだけではなくそれ
以外のいろいろな悪影響もあるようです。ロータリ
アンでも卓話中に熟睡されている方をお見かけしま
すが、これはやはり不眠症なのでしょうか。思い当
たることがあり不安な方は私に相談してください。
以上本日の会長挨拶とさせていただきます。

報　　告
１．９月１日（土）地区ロータリー財団セミナーが
開催されました。当クラブからは、吉野ガバナー
補佐、大川ロータリー財団委員長が出席されまし
た。お疲れ様でした。後程、大川ロータリー財団
委員長より報告をお願いします。

幹　事　報　告
岡野　祐幹事

１．君津市立周西中学校体育祭が開催されます。
　　　日　時：９月８日（土）
　　　　　　　開会式：８時30分
　　　　　　　競技開始：９時
　　　場　所：周西中学校　北グラウンド
　　　出席者：内山会長エレクト
　　宜しくお願い致します。
２．同日、君津市立周西南中学校体育祭が開催され
ます。
　　　日　時：９月８日（土）
　　　　　　　開会式：８時30分
　　　　　　　競技開始：９時
　　　場　所：周西南中学校
　　　出席者：岡野幹事
　　宜しくお願い致します。

３．次週９月１０日(月）に、かずさマジックの試
合が予定されております。
　　例会を欠席される方は、７日(金）１７時まで
に必ず事務局までご連絡下さい。

〈回　覧〉
１．君津ＲＣ週報
２．第５グループ週報
３．会員家族親睦ボウリング大会の出欠の案内



４．地区大会の出欠の案内
５．第５グループ情報研修会の出欠の案内
６．親子体験枝豆収穫祭の出欠の案内
７．きみつ秋花火の協力についての案内
８．財団室ＮＥＷＳ（９月号）

〈配布物〉
１．例会プログラム
２．ガバナー月信（９月号）
　　掲載された会員
　　①Ｐ９：ＲＹＬＡ委員会　黒岩委員長就任挨拶
　　②Ｐ７：新ポールハリスフェロー　内藤会員・
　　　　　坂本会員
　　　　　　新ロータリアン　赤星会員・芝﨑会員
３．きみつ秋花火のチラシ

委　員　会　報　告
親　睦　委　員　会
9月の誕生祝・私の記念日

ロータリー財団委員会
ロータリー財団セミナーについて

大川裕士委員長
１．日　時：平成３０年９月１日（土）
２．会　場：ＴＫＰガーデンシティ千葉
３．出席者：第５グループガバナー補佐　吉野和弘
　　　　　　ロータリー財団委員会委員長　大川裕士
４．プログラム
　橋岡ガナバー、諸岡ガバナーエレクトの挨拶の
後、櫻木Ｒ財団委員長の今年度のロータリー財団委

員会の方針についてで、セミナーが始まりました。
ポリオ最新情報及び地区補助金の変更点、ロータ
リー財団への寄付、グローバル補助金、地区補助
金、奨学生奨学金の流れ、ポリオプラスとロータ
リーカード、平和フェローシップについて、の８項
目が各委員長、副委員長、委員によって説明されま
した。内容は概ね２月に行われたＲ財団補助金管理
セミナーと同じでした。特に強調されていた項目
は、ロータリー財団への寄付とポリオプラスとロー
タリーカードの作成利用の２点でした。この２点は
関連性が強いものです。ロータリー財団への寄付に
つきましては、寄付はロータリーの基本理念である
「奉仕の理念」の実現の為のひとつの手段であるこ
と。地区の寄付目標は、年次基金に会員１人当たり
150ドル、ポリオプラスに30ドル。年次基金は一部
でも12月末までに送金をお願いしたいとのことで
した。世界でよいことをしよう、その１歩は年次
基金への寄付から始まります。年次基金の金額が
150ドルに達しないと地区補助金の上限額30万円が
減額されます。150ドル以上は掛け率は１ですが、
100ドル～149ドルは0.9掛け、99ドル以下は0.8掛け
になります。ちなみに今年度の地区補助金申請数は
35件で、承認は33件とのことでした。ロータリー
カードの作成利用につきましては、クラブ用と個人
用があり、申し込み用紙を頂いてきました。利用額
の0.3％がポリオプラスに入る仕組みになっていま
す。検討願えればと思います。ポリオプラスにつき
ましては、パキスタンのポリオ撲滅がポリオのない
世界の実現にかかっているとのことでした。それに
はポリオプラスへの寄付が必要になります。日本に
おいては昨年生まれました94万１千人の赤ちゃん
に対して941,000人×0.85％（接種率）×20,000円
（5,000円×4回）で約160億円かかっているとのこ
とでした。ロータリー財団月間の11月26日に卓話
を行っていただく朱さんと面識を持つことが今回の
セミナー出席の目的でしたので、細部につきまして
は、吉野第５グループガバナー補佐に聴いて頂けれ
ばと思います。また、朱さんは地区ロータリー財団
委員会のポリオプラス委員会の委員で、ロータリー
カード作成推進委員です。今回のセミナーは地区補
助金の変更点の要点のみの説明で、2019－20年度
のロータリー財団補助金管理セミナーでは細部につ
いて説明するこのことです。開催日は2019年２月
２日（土）です。
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プ　ロ　グ　ラ　ム
卓話「交通情勢及び交通事故防止について」

千葉県君津警察署
交通課長（警部）　髙橋智典様

【千葉県内の交通情勢】
・平成30年９月２日現在（概数）
　県内での交通事故死者数111
名、昨年比＋20名
　全国ワースト３位
・全国順位
　全国ワースト１位は愛知県
126名
　２位は埼玉県122名
　昨年の同時期は全国ワースト７位。

【君津市内の交通情勢】
・平成29年
　人身事故347件、負傷者445名
　死亡事故７件死者７名
・平成30年９月２日現在（概数）
　人身事故237件前年比＋２件
　死者０人前年比－５人
　負傷者300人前年比＋10人
　物件事故1667件前年比＋110件

【君津市内における交通事故の特徴】
・飲酒運転が起因する事故
　　過去２年にわたり、飲酒事故率は、県下でも高
い水準にあり、本年も過去数年と同様の傾向が継
続している。また、未年中も、飲酒運転で事故を
起こし逮捕された者もおり、予断を許さない状況
である。飲酒運転は、故意犯であり、場合によっ
ては、最悪の事故を引き起こすため、警察は、取
締りを強化している。
・交通事故は、駐車場や交差点での信号待ち等、
ちょっとした油断と不注意から発生することが多
くなっている。駐車場においては、駐車スペース
を探しながら、信号待ちでは、助手席の荷物をい
じりながら等、進行方向の安全不確認が原因と
なっていることが、非常に多くなっている。

【ゼブラ・ストップ活動】
・現在、千葉県警察では、「ゼブラ・ストップ活
動」を推進中。
　　この活動は、横断歩道における歩行者の優先義
務を運転者に徹底し、横断歩道上における歩行者
の保護を強化することを目的としている。
・横断歩道における交通事故を防止するためには
　　　歩行者が道路横断マナーを守ること
　　　車の運転手は歩行者保護意識を持つこと

　　の２つが重要になる。
・横断歩道上で発生した交通事故の原因として、歩
行者側が安全確認不十分のまま、急な横断を開始
してしまうことが挙げられる。
　　このような状況で交通事故に遭った場合、歩行
者側も過失が問われる可能性がある。
・一方、原因の多くは、運転手側の安全不確認や前
方不注視である。
　　ＪＡＦの調査によると約９割の運転手は、横断
歩道を通過したというデータもある。
　ゼブラ・ストップの意味は
「ゼ」…前方をよく見て運転、横断歩道に十分注意
「ブ」…横断歩道の手前では、ブレーキ操作で安全確認
「ラ」…横断歩道でもライトで交通事故防止
「ストップ」…横断する歩行者がいたらストップ
　となっており、横断歩道をシマウマ（ゼブラ）と
かけている。

【秋の全国交通安全連動】
　９月21日から30日までは、秋の全国交通安全運
動も実施されます。
　干葉県内では、交通事故死者数の増加に歯止めの
かからない状況であるが、交通死亡事故抑止はもち
ろん、人身事故を１件でも減少させるため、努力を
して参りたいと考えておりますので、引き続きご協
力をお願いいたします。

ニコニコＢＯＸ
永嶌　嘉嗣	 君津警察署髙橋交通課長様、本日は

貴重な卓話ありがとうございました。
岡野　　祐	 娘の小学校最後の夏休みが終わり、

朝、元気良く学校へ行きました。大
人びてくる娘を見て、うれしさと寂
しさを感じます。

内山貴美子	 髙橋交通課長、本日は卓話ありがと
うございました。弊社も交通安全運
動で頑張り従業員の多数のゴールド
免許を目標にします。（私は７月に
一旦停止でつかまりましたけど…）

倉繁　　裕	 ９月に入り、本年４月入社新人の
OJTの修得状況を見極めて、10月以
降、順次ネット化していく段階にな
ります。１人１人が安全、品質を守
り、いきいきと技術・技能を高めて
育っていくことを願っているところ
です。

隈元　雅博	 髙橋課長、本日は貴重なお話しをあ
りがとうございます。私達ロータ
リークラブのメンバーも、かたちは
違いますが、地域の為頑張ってまい



ります。来週は木更津法人会研修の
為、欠席させて頂きます。

大住　昌弘	 本日は私の記念日・誕生日祝い有り
難うございました。前回は、ニコニ
コ不足で指摘され、今回は恥をかか
ぬよう！９月１日山武市が2020年
オリパラキャンプ地になり、その盛
り上がりの為、盛大にフェスティバ
ルがあり、ロータリー代表で松戸西
の石井さんがすばらしいあいさつを
されました。

時下　俊一	 まだまだ今後も30℃台半ばの最高気
温も予報されていますが、９月の声
を聞いてようやく昼間に屋外で活動
する意欲が出て来ました。席替え抽
選ありがとうございました。本年度
最後だとは思いますが…

谷　　浩司	 先日、元吉本興業伝説のマネージャ
大谷由里子氏の講演を聞く機会に恵
まれ、聴いてきました。昭和生まれ
と平成生まれの違いにベルリンの壁
があると言う話がありました。笑い
をテーマにした人材育成で大変笑え
た講演で楽しく勉強になりました。
今後に活かしていきます。

川名　正志	 本日、きみつ秋花火のPRをさせて頂
きました。ありがとうございます。

大森　俊介	 本日は交通課長による卓話でした。
最近、一般道で交差点右折時逆走の
車を見ました。自分だけ気を付けて
も事故は起きてしまうので周りにも
注意しながら安全運転心がけます。

荒井潤一郎	 今週末、８日からマジックが日本選
手権、関東大会が始まります。群馬
の太田市なのでちょっと遠いです
が？健闘を祈ります。

喜多見　貴	 今月は中間決算となるので残暑に負
けず、１ケ月頑張っていきたいと思
います。

小川　哲也	 髙橋課長様、有意義なお話ありがと
うございました。

別府　明人	 今年は台風、当り年ですね。災害と
なりません様に。

宮嵜　　慎	 君津警察署交通課、髙橋課長様貴重
な卓話ありがとうございました。

黒岩　靖之	 君津警察署交通課髙橋智典様、本日
は貴重な卓話ありがとうございまし
た。

大川　裕士	 君津警察署交通課長髙橋智典様卓
話ありがとうございます。吉野第５

グループガバナー補佐様、財団セミ
ナーお疲れ様でした。今日は下弦の
月、10日は新月、17日は上弦の月、
24日は中秋の名月、25日が満月です。

小幡　　倖	 先月末30・31日、46年振りに「最
初で最後の同期会の名の下大学剣道
部の同期会」を鹿野山ビューホテル
で開催、全国より８名参加、体調不
良４名、現役勤務２名は不参加時の
経過の為話題が盛り上がり明け方ま
で就寝出来ませんでした。仲間は大
切ですね。

谷口　弘志	 髙橋様、卓話ありがとうございまし
た。先週の例会で「ロータリーの
友」の中の卓話の泉“囲碁とAI”の記
事を紹介しました。偶然にも週末の
TV番組「朝まで生テレビ」で“人工
知能・AI社会と日本”というテーマ
で討論が行われ、この分野で日本が
米国・中国に大きな遅れを取ってい
るとのことで、まさに驚きでした。

平野　寛明	 今月は記念日ということで記念品を
頂きありがとうございました。

秋元　政寛	 台風21号の最大瞬間風速秒速70
メートル時速に直すと252㎞／ｈと
んでもない威力でしょう。ドラえも
んに助けを求めたくなりますね。ち
なみにドラえもんの誕生日は2112
年９月３日だそうです。あと94年で
作れるといいですね。

大浦　芳弘	 ９月になりました。常に熱中症を気
にしての作業から早く抜け出したい
ものです。

吉田　雅彦	 髙橋様、ありがとうございました。
貴重なお話をしっかり役立てるよう
にしていきます。早いもので９月で
す。体調管理に気をつけて参ります。

中村　圭一	 昨日９月２日は亡父の生誕100周年
でした。97才でなくなりましたが、
ほぼピンピンコロリでした。当方も
先行きを考えはじめる年令となり、
父をみならって節制？？に努めたい
と思うこの頃です。

赤星　哲也	 まだまだ暑い日がつづきます、体調
管理を行いロータリストとしての活
動をやっていきたいと思います。

福田　順也	 ９月に入りました。平成30年も２／
３が終りました。年度末に向けてが
んばります。

阿部　昭広	 君津警察署髙橋交通課長様、本日は



卓話をいただきありがとうございま
した。

中野　賢二	 千成さん、いつも美味しい料理ごち
そうさまでした。お腹がいっぱいに
なったので帰ります。【すいませ
ん。ウソです。午後の打合せが重
なってしまったので早退させていた
だきます。】

武田富士子	 秋花火にご賛同いただきましてあり
がとうございます。我君津RCの仲
間が秋花火の役員を受けている者が
多いです。皆様ぜひ観覧席で鑑賞く
ださい。感動しますよ！！ダイナミッ
クではないのですが、感動します。
どうぞよろしくお願い致します。本
日、新規に２席おつきあい頂きまし
た。まだ席ございます。お願い致し
ます。

坂本　直樹	 今年最強の台風21号接近中です。情
報をこまめにとり、被害は最小限に
おさえたいものです。


