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本日

９月18日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
ゲストスピーチ
「三愛精神からくる郷土への想い」
三愛石油株式会社 代表取締役会長
関東高知県人会会長 土佐二十日会副会長
高知県観光特使

金田

凖

第2436回 例会報告／令和元年９月11日

次週

氏

天候

９月25日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「私の履歴書」
松井 洋介 会員

晴

◇ロータリーソング
「奉仕の理想」
◇会 長 挨 拶

ところで、高知には天体観測の分野で２人
の功労者がいます。１人はいわずとしれた惑
星の発見で世界的権威の関 勉さん。この関
皆さん、こんにちは。
さんが芸西村で発見した小惑星の一つに「ご
先週は大島ガバナーをお
とう」と命名しました。この名前はもう一人
迎えして、有意義なお話
の功労者、安芸市出身で日本初の天体望遠鏡
を伺いました。皆さまに
専門メーカー・五藤光学研究所創業者の五藤
はご協力、ご出席いただ
斉三（せいぞう）さんに因んで付けられまし
きありがとうございまし
た。この会社で作られた天体望遠鏡は、国内
た。
だけでなく世界各地の天文台や科学館などで
明後日、９月13日は旧暦の８月15日、十五
活用されています。また、五藤光学研究所は
夜のお月見です。月を愛でる風習は平安時代
国産プラネタリウムのトップメーカーとして
に中国から渡ってきたもので、当時は月を眺
知られ、世界で約40％、国内で66％のシェア
めて歌を詠み、音楽を楽しみながら酒を汲む
を占め、高知のオーテピアのプラネタリウム
というものだったそうです。このお月見が現
も手がけています。さらに、四国カルストで
在のようにお供え物をするようになったの
知られる津野町の宿泊施設・天狗荘に天文台
は、江戸時代の中頃からと言われています。
をつくる話も進められています。
お供え物としては、月見団子やサトイモ・ク
13日の夜は、月を眺めて「観月の宴」をす
リなどの秋の食べ物、ススキや秋の草花、そ
るもよし、家中の電気を消して窓から差し込
れにお酒が一般的なようです。
む月明かりを感じて、日本古来の「お月見」
よく「月にはウサギがいる」と言われます。 の風情を楽しんでみてはいかがでしょうか。
月の模様がウサギに見えるということですが、
本日の卓話者は、高知県警察本部交通部の
日本以外でも、中国、インド、タイ、ミャン
島﨑さんです。
マーなどで「月にウサギ」が描かれた絵があ
◇来訪ロータリアン
ります。ただ、ウサギが臼をついているのは
セントアンドリュースＲＣ
中国と日本だけで、中国は不老不死の薬草、
OLIVER BJORKSTEN 氏
日本では餅をついているとされています。日
本の餅をついている姿の元は、餅つきを十五
夜の満月を表す「望月（もちづき）
」に掛け
た節もあるようです。
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◇新入会員紹介
・氏
名
・生年月日
・職
業

広瀬 雅彦
1974年１月１日
四国広瀬産業㈱
代表取締役
・配 偶 者 賀弓
・趣味 ゴルフ・釣り
・専任アドバイザー
松本隆之会員
・広瀬雅彦氏挨拶
私は、高知市旭町で四国広瀬産業株式会社
というガス器具の販売、リフォーム、太陽光
発電などの仕事をしています。入会に際して
は、竹村さんからロータリーのことをいろい
ろ説明していただきました。少し不安もあっ
たのですが、他の旧知の方からもお誘いがあ

◇ゲストスピーチ

り、今回入会させていただくことになりまし
た。まだまだ分からないことばかりですが、
これから皆さんとの活動、親睦を通じて勉強
していきたいと思いますので、今後ともご指
導のほどよろしくお願いいたします。
◇会 長 報 告
・今日、入会の広瀬会員は親睦委員会の所属
になります。
◇幹 事 報 告
・本日例会終了後、理事会を行います。
・「鮎の会」参加者は、14時15分、得月樓前
集合です。
・９月17日から19日まで情報集会が開催され
ます。日程表の確認をお願いします。

高知県警察本部交通部交通企画課 高齢者交通安全対策監 警部 島﨑

聡氏

「高知県警察交通部における
各種取り組みについて」
高知県警の交通安全の取り組み、主に三つ
あります。交通規制による取り組み。取り締
まりによる取り組み。交通安全教室など、施
策などによる取り組みです。
まず、交通規制による取り組みは、信号を
付けたり、速度規制、一旦停止規制、通行禁
止規制等々、交通コントロールをする取り組
みを行っています。
次に、通学路対策として通学路点検。エリ
アに30キロ規制を設定したり、通行禁止の規
制をかけたりしています。また、道路の端の、
人が歩くところをカラー舗装したり、交差点
をカラー舗装するなど、道路を強調させるよ
うな取り組みを道路管理者さんと協力して
行っています。
他に交通安全対策として、減速マークをつ
けたり、ガードレールをつける、道路管理者
に照明を付けてもらうなどの取り組み。これ
らが代表例です。
その他には、市道取り締まりなどによる交

通安全対策、つまり、切符を切るものです。
横断歩道歩行者妨害、街頭指導、ボランティ
アの方に協力いただいてチラシ・反射材・
ティッシュの配布等々。
交通安全教室、施策などによる交通安全対
策。私は担当が高齢者交通安全対策監なんで
すが、実際、高齢者の交通事故は社会的問題
になっています。高齢者の事故が増えると全
体の事故件数、死亡事故もどんと増える傾向
があります。高知県も含めて日本全体で、交
通事故死者・件数を減らすためには、今後い
かに高齢者への対策が重要になってくるかと
いうことです。高齢者対策には、歩行者対策
と運転者対策があります。
歩行者対策については、スーパーアドバイ
ス作戦と呼んでいますが、量販店などでタス
キ・反射材・チラシなどを高齢者を中心に
配ったり、希望者には靴に反射材を貼ったり
もしています。その他、交通安全教室に出向
き、参加者に交通安全への呼びかけをしてい
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ます。
運転手対策については、運転免許自主返納
の紹介。それに併せて、返納者に生活支援、
移動支援などのサポートができないかと、タ
クシー料金10％割引、買い物をするとポイン
ト10倍などの店を募集しています。現在、た
くさんの企業が協賛してくださっていますが、
まだまだ十分な支援とはいい切れません。皆
さん、返納支援協賛店のご協力をよろしくお
願いいたします。また、安全運転サポートカ
ー（通称・サポカー）の推奨をしています。
サポカーとサポカーＳに分かれています。サ
ポカーは自動ブレーキなどが付いているもの
で、万が一のとき、ある程度、事故を防げた
り、もしくは被害を軽減させる可能性が高く
なると言われています。
75歳以上になると、事故の原因が操作不適、
ブレーキ・ハンドルミスによるものがものす
ごく増えてきます。こういう事故を防ぐ一つ
としてサポカー等は役立つのではないかと思
います。追突事故、正面衝突、人をはねてし
まうなどの事故もある程度、防げる可能性が
出てくると言われています。
また、今年４月１日から自転車条例ができ
ました。18歳未満の子どもが自転車に乗ると
きには、保護者は子どもにヘルメットを被ら
せましょうというものですが、なかなかヘル
メット着用が進まない中、県下の中学・高校
生対象に交通安全ＣＭコンテストを開催しま
した。優秀作品３作品は、今週土曜日（20時

45分ごろ）からＫＵＴＶで放送します。
（学芸高校の作品上映）
歩行者対策としては、皆さんに明るい色の
服を着て目立ってもらって、交通事故に遭わ
ないようにしましょうという取り組みもして
います。老人クラブに加盟している高齢者の
方を「明るい色の服広め隊」に任命し、服も
贈呈しました。女性の方にはピンクが人気が
あったと記憶しています。なかなか反射材が
浸透しない中、明るい色の服を着ることを浸
透させたいと思っていますので、こちらへの
ご協力もお願いします。
最後に、第11回無事故・無違反ドライバー
ズコンテスト「セーフティロード103（土佐）
」
を９月20日から12月31日までの103日間行い
ます。募集期間は９月19日まで。１チーム５
人１組で、103日間無事故・無違反を達成し
ようというものです。皆さんの会社の社員さ
んなど、参加を勧めていただけたらと思いま
す。
皆さんは、朝、
「いってらっしゃい、気を
つけてね」と言って送り出される、あるいは
送り出すと思います。この「気をつけてね」
は、車に、交通事故に気をつけてなんです。
つまり交通安全なんです。それほど、交通安
全が身近なところにあるということです。一
つでも事故を減らしていきたいと思っていま
す。今後とも、交通安全へのご協力をよろし
くお願いいたします。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
９月11日

－5

55 37

5

８月28日

－5

54 37

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

8

67.27％ 90.00％

12

72.22％

100％

前川美智子 ９月11日、18年前のこと。改
めて世界の平和を祈ります。毎朝、お日様に
向かい、みんなの幸せと世界・地球の幸せを
祈っています。
（何年も…）
● 岡本淳一
広瀬君、入会ありがとうござい
ます。
● 水上
元 前川会長、お月見の話をありが
とうございました。13日から15日、牧野植物
園では、夜間開園して観月会を行います。ぜ
ひお越しください。
● 寺尾正生
ホームクラブ例会欠席が重なり
申し訳ありませんでした。夏バテ？復活しま
したので、出席に励みます。よろしくお願い
申し上げます。
● 福岡満喜子
今回の関東地方の台風では、
兄の住んでいる千葉県君津の鉄塔が倒れ、全
世帯が停電で暑い中、大変な思いをしていま
す。大都会も台風の猛威にはかなわないと思
いました。
● 前田
博 当社の手がけたイタリアンレス
トラン・ゼロが高知新聞で取り上げられまし
た。佐川に行かれることがありましたら、ぜ
●

ひ食してみてください。要予約です。
● 猿田隆夫
この土、日の２日間、西部支部
皮膚科学会がかるぽーとであり、ポスター発
表と一般演題の講演をしました。無事終了し
ましたが、赤穂市民病院の先生が、以前私が
問題提起したノルウェー疥癬の名称について、
その発表の中で、私の名前が出ていてびっく
りしました。
● 西森やよい
９月15日開催のおむつマルシ
ェを昨日の高知新聞夕刊で大きく告知してい
ただきました。私の名前が出ているので恥ず
かしかったのですが、東ＲＣのことがしっか
り書かれていたので良かったです。高知県
警・島﨑様、本日はお忙しい中卓話くださり
ありがとうございます。ますますのご活躍を
祈念申し上げます。
● 竹村克彦（スポンサー）今後とも広瀬さん
のことをよろしくお願いいたします。
● 広瀬雅彦
この度、入会いたしました広瀬
と申します。今後よろしくお願いいたします。
● 西内俊介
忘れていました、家内の誕生月
でした。ありがとうございます。ちなみに家
内は今日から浦田さん、岡本さんの奥さまと
ポーラの４人でベトナムに行ってしまいま
す。明日から１人で仕事です。精神的に少し
つらいですね。
● サロンイースト協力金として
いつもあり
がとうございます。
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津山市へ行く

関

８月、岡山県北部にある津山市を訪れ
た。
車で瀬戸大橋を渡り、岡山道・中国道か
ら院庄インターを降りて入った。津山市は
人口10万人。吉井川を挟んで町が広がって
いる。街中にある小高い丘に聳える津山城
は森忠政10万石の城である。津山市は戦時
中空襲の被害がなく、この城を中心にして
周りに古い街並み・お寺・神社・その他古
い建物が残されている。
私どもは城の下にある津山観光センター
から出発して、まず最初に出雲街道に沿う古
い家並みを歩いて廻った。城東むかし町家
（旧梶村邸）は元禄時代に建てられ、その
後、江戸後期に建てられた母屋から昭和初期
の蔵まで各時代の生活様式に対応した造りが
旧梶村邸
保存されている。そして箕作阮甫（みのつく
りがんぽ）旧宅は江戸後期の洋学者で幼少住んでいた生家で後
江戸に出て幕府天文台に務め、ペリー来航に際し、外交書簡の
翻訳にも携わった。
寺町にも古いお寺が多い。本源寺は藩祖森家の菩提寺で足利
尊氏が安国寺のひとつとして建てられた、古いお寺で境内には
森忠政らの墓がある。忠政の母の菩提寺である妙願寺も近くに
ある。
また、院庄インター近くにある作楽（さくら）神社にも寄っ
た。後醍醐天皇と児島高徳を祀っている神
社である。児島高徳が後醍醐天皇のため桜
の幹を削り、有名な詩を書いた話が有名で
ある。
その他、吉井川の対岸の小高い丘に見る
作陽高校は全英女子オープンで優勝した渋
野選手の出身校。家内の希望で岡山県立津
山高校にも寄った。明治に建てられた古い
校舎がある。作家吉行淳之介・和子兄妹の
母の出身校であるそうである。
津山市は大分昔、津山城の桜を見に訪れ
たことがあり、二回目であるが今回も歴史
ある静かで落ち着いた町であると深く感じ
た。
ホテルは津山城を真ん前に眺められる
ザ・シロヤマテラス津山別邸に入った。
夜はライトアップされた津山城を眺めな
がら食事した。
翌朝、近くにあるＪＡ津山店・道の駅に
寄り、岡山名産の桃・ブドウを買って帰高
した。
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淑公

津山城

箕作阮甫生家

本願寺

作楽神社

作楽神社

■高知東ＲＣ当面の日程
９月17日㈫～19日㈭ 18：30（得月樓）
情報集会
９月18日㈬ 13：30（ザ クラウンパレス）
情報集会
９月25日㈬ 役員会
10月２日㈬ 定例理事会
10月９日㈬ 高知東ロータリークラブ
創立記念日
創立夜間例会
（ザ クラウンパレス）
10月30日㈬ 役員会
11月６日㈬ 定例理事会
11月13日㈬ ロータリー休日
11月13日㈬ パスト会長会（得月樓）
11月20日㈬ 第４回クラブ協議会
11月23日㈯・24日㈰ 地区大会
（アスティとくしま）
11月27日㈬ 役員会

■例会変更のお知らせ
高知中央ＲＣ ９月19日㈭
香長ＲＣ
９月19日㈭
高知西ＲＣ
９月20日㈮
高知ＲＣ
９月24日㈫
高知ロイヤルＲＣ
９月24日㈫
高知中央ＲＣ 10月３日㈭
高知ＲＣ
10月８日㈫
高知西ＲＣ
10月11日㈮
高知中央ＲＣ 10月17日㈭
高知中央ＲＣ 10月24日㈭

月見夜間例会
観月夜間例会
創立記念夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
ロータリー休日
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
職場例会

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

366,186円

3,707円

369,893円

９月11日

18,650円

536円

19,186円

今期の累計

384,836円

4,243円

389,079円

●会長／前川美智子 ●幹事／岡本淳一 ●雑誌会報委員／島村信一・浦田健治・早瀬源慶
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873－1111
●事務所／高知新聞放送会館１階 〒780－8572 高知市本町3－2－15
直通（088）
824－8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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