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●点 鐘  平井啓博 会長 

●ソ ン グ  「君が代」「奉仕の理想」 

●ゲ ス ト  広島県福山西警察署 交通課長 大月良太 様 

        広島県交通安全活動推進センター 福山西支所 支所長 池田雅宣 様 

●プログラム  ゲスト卓話  広島県福山西警察署 交通課長 大月良太 様 

        テーマ「高齢者の交通安全について」 

 

●会長の時間 

 

皆さん、こんにちは。 

本日はゲストに「広島県福山西警察署 交通課 

課長 大月良太様」「広島県交通安全活動推進セン

ター 福山西支所 支所長 池田雅宣様」にお越し

頂いております。本日は、ご多用中にも関わらず、

ようこそ福山赤坂ロータリークラブへお越しくだ

さいました。会を代表して感謝、歓迎申し上げます。 

そして、例会プログラムでの卓話「高齢者の交通事

故について」も合わせてよろしくお願い致します。     

さて、本日お二人にご足労頂きましたが、4 月 8

日に開催される「アクティブシニア運転講習 in 赤

坂」に向けて、あらためて高齢者の交通安全につい

て、そして現在の交通事情についてお聞きし、高齢

者に対する交通事故防止対策について、会員の皆さ

んに理解を深めて頂きたいと思っております。しっ

かりとお聞き頂きまして、知識と意識を高めて参り

ましょう。そして、ご調整頂きました、社会奉仕委

員会の皆さん、ありがとうございました。引き続い

て開催される「アクティブシニア運転講習 in赤坂」 

も新しい取り組みを行われるとのことで、ご準備が

大変かと思われますが、どうぞよろしくお願い致し

ます。   

さて、先週の例会では「一般社団法人福山青年会

議所 徳岡旭様、同専務理事 佐藤比香留様、同チ

ーフセクレタリー 内田誠一様」にお越し頂き、本

年度の理事長スローガン「学び・創り・伝える ～

なくてはならない存在であれ～」について、卓話を

して頂きました。取り組まれている「まちづくり、

ひとづくり」、福山の未来を考えられている情熱な

ど、心を打たれるものがございました。地域の未来

を考える団体同士、これからも協力的に行動してい

きたいと感じております。 

先週の例会では入会式を執り行い、新しい仲間を

迎え入れることが出来ました。新入会員の高地宏興

さん、ご入会誠におめでとうございました。また、

クラブ研修委員会による情報集会では、橋本委員長

が講師を務められ、車を例えてロータリーのいろは

をお伝え頂き、そして会員増強職業分類委員会がご

準備頂きました歓迎会では、東森委員長、吉元委員

の名司会により、新入会員の人となりが伝わる笑顔

あふれる、有意義な会となりました。両委員会の皆

さん、大変お世話になり、ありがとうございました。 

そして会員の皆さんには多数ご参加を頂き、当クラ

2022-2023  第 1139 回例会  2023 年 3 月 7 日(火) 

 



ブの意識の高さが感じられる、素晴らしい会となり

ました。会員の皆さんに対しても、改めて感謝申し

上げます。 

続いて、３月度の理事会報告をさせて頂きます。

プログラムの件、予算実行状況の件、4 月 1 日の花

見例会の件、4 月 8 日のアクティブシニア運転講習

の件、4 月 23 日の地区協議会の件、徳永団長より

東京赤坂ロータリークラブ訪問について協議し、ご

承認いただきました。以上、ご報告申し上げます。

今年度も残すところ 4 カ月となり、6 月末に向けて

少しづつ審議事項が少なくなってきております。大

変喜ばしく、そして一つひとつの集まりが滞りなく

進んでいることを皆様に感謝申し上げたいと思い

ます。 

最後になりますが、3 月は「水と衛生月間」とな

っています。我々日本人が、綺麗で衛生的、また安

全なトイレを利用できることは、当たり前のことで

すが、世界にはトイレが使えずに、屋外で排泄する

人が数百万人いると言われています。当然不衛生で

あり、それが原因となった感染症で、毎日何千人も

の子供たちが命を落としているそうです。我々のク

ラブでは「水と衛生」について深く取り組んでいま

せんが、会長挨拶で触れさせて頂くことで、汚染さ

れた水で病気になる人や、命を落とす人がいるとい

うことを、皆さんの記憶の中に留めて頂き、今後の

新しい取り組みに繋げて頂けると幸いです。以上、

会長挨拶を終わります。本日も最後まで、どうぞよ

ろしくお願い致します。 

●幹事報告 

＜例会変更・休会のお知らせ＞ 

●府中ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 27 日(月) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

 

●福山北ロータリークラブ 

≪変更≫ 

日時：3 月 31 日(金) ⇒ 3 月 25 日(土)13：00 

場所：福山ニューキャッスルホテル 

理由：G10・G11 合同 IM 参加のため 

≪休会≫ 

日時：3 月 24 日（金） 

理由：定款第 7 条第 1 節（ｄ） 

＜配布物＞ 

・ロータリーの友並びにガバナー月信 

・4/1 花見例会のご案内 

・4/8 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂のご案内 

＜回 覧＞ 

・財団室ニュース 

・4/1 花見例会の出欠表 

・4/8 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂の出欠表 

・RI 会長杯ワールドゴルフ大会のお知らせ 

 

●出席報告 

本日出席率 86.00％ 

（出席者 43 名 欠席者 7 名 出席免除者 2 名） 

 

●委員会報告 

①親睦活動委員会 

（4/1 花見例会） 

②社会奉仕委員会 

（4/8 アクティブシニア運転講習 IN 赤坂） 

③ゴルフ同好会 

（5/27 会長・幹事杯ゴルフコンペ） 

④クラブ管理運営委員会 

（R の友・ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信の紹介） 

 

●スマイル BOX 

＜義務スマイル＞ 

会員誕生記念祝 

麦谷恒雄さん   3 月 26 日生 

石井宏和さん   3 月 15 日生 

馬場正人さん   3 月 9 日 生 

野田和秀さん   3 月 19 日生 

佐藤泰之さん   3 月 30 日生 

パートナー誕生記念祝 

原 隆之 令夫人 頼子さま  3 月 22 日生 

中根基博 令夫人 ひとみさま 3 月 22 日生 

佐々木翔陽令夫人 真希さま  3 月 30 日生 



＜申告スマイル＞ 

平井 啓博 会長 

本日のゲスト広島県福山西警察署 交通課長 大月

良太 様、広島県交通安全活動推進センタ―  福山

西支所 支所長 池田雅宣 様、ようこそ福山赤坂

RC へお越し下さいました。本日の卓話「高齢者の

事故について」よろしくお願い申し上げます。また、

今川パスト会長、「今ちゃんカフェ」のご開店おめ

でとうございます。無料でのご提供ということで、

会員の皆さん、お楽しみください。お気持ちに感謝

申し上げます。 

畑 弓子 副会長 

本日のゲスト広島県福山西警察署 交通課長 大月

良太 様、広島県交通安全活動推進センタ―  福山

西支所 支所長 池田雅宣 様、ようこそ福山赤坂

RC の例会にご参加頂きありがとうございます。本

日の卓話宜しくお願い致します。 

松浦 宏次 幹事 

本日のゲスト広島県福山西警察署 交通課長 大月

良太 様、広島県交通安全活動推進センタ―  福山

西支所 支所長 池田雅宣 様、ようこそ福山赤坂

RC の例会にお越し頂きました。本日の卓話宜しく

お願い致します。 

橋本 慎吾 パスト会長 

先日の情報集会には新入会員の佐藤さん、大西さん、

髙知さんを囲んでスポンサーの方々と多くの会員

にご参加頂き和やかに開催できたことに感謝いた

します。ありがとうございました。 

東森 由倫 会員 

先日の親友会員歓迎懇親会では多くのメンバーの

皆様にご参加頂きましてありがとうございました。

また、質問コーナーで、ご協力くださいました皆様、

ありがとうございました。今後とも新入会員と沢山

の親睦を育んで頂きますよう、よろしくお願いいた

します。  

清水 朗弘 会員 

ロータリーの友の紹介でガバナー月信へ掲載の佐

藤さん、大西さんの紹介が漏れていました。申し訳

ございません。 

 

梅西 大輔 会員 

広島県福山西警察署 交通課長 大月良太 様、広島

県交通安全活動推進センタ―  福山西支所 支所長 

池田 雅宣 様、本日はどうぞよろしくお願いいた

します。また、4 月 8 日に開催予定のアクティブシ

ニア運転講習 IN 赤坂へのご協力も引き続き宜しく

お願い致します。 

大西 脩冊 会員 

先日の情報集会・新入会員歓迎懇親会を開催頂き、

ありがとうございました。勉強と懇親を深めること

が出来ました。引き続き宜しくお願い致します。 

高知 宏男興 会員 

先週はお昼の入会式、夜の情報集会・新入会員歓迎

懇親会と貴重なお時間を頂きまして、誠にありがと

うございます。分からないことばかりですが、これ

から頑張ってまいりますので、引き続きご指導のほ

どよろしくお願い致します。 

瀬川 貴夫 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳あり

ません。 

岡田 祥平 会員 

所用の為欠席させていただきます。誠に申し訳あり

ません。 

 

●プログラム 

＜ゲスト卓話＞ 

広島県福山西警察署 交通課長 大月良太 様 

テーマ 「高齢者の交通事故について」 

 



 

 

 

 
 

●お知らせ 

＜今ちゃんカフェ開店＞ 

店  主：今川忠男パスト会長 

場  所：一心ビル例会場 

営業日時：例会開催日 12：00～12：20 

 

挽きたてのコーヒー豆を使用してドリップする 

本格的なコーヒーを無料にてご提供します。 

※ 次回例会 2022-2023 年度 

3 月 14 日（火）13：30～（一心ビル例会場） 

PETS 報告 畑弓子 副会長 


