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●友好クラブ

韓国・龍仁ロータリークラブ

  国際ロータリー第 3600 地区 

台湾・台中文心ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3461 地区 

●姉妹クラブ

千曲川ロータリークラブ

  国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ

光明学園相模原高等学校

相模原警察署 

日頃から警察行政の各般にわたり、ご理解と 

ご協力を賜り、ありがとうございます。本日は 

交通事故の抑止に向けて、お話させて頂きます。 

さて、本年 8 月末現在の交通事故発生状況に

ついてですが、お手元の資料「相模原交通ニュ

ース」をご参照下さい。本年の神奈川県内での

発生件数は 12,703 件、死亡者が 90 名、負傷者

が 14,803 名となっており、昨年と比較します

と、発生件数は 2,493 件の減少、死亡者は 1 名

減少、負傷者は 3,142名の減少となっています。 

本年の神奈川県内の交通死亡事故の特徴は、 

（一部要約にて掲載） 

交通担当次長 山口 富司 

二輪車による交通事故が 35 件、高齢者が関係す 

る事故が 37 件と発生件数が多く、増加もしてい 

る現状です。二輪車が関係する交通事故は初心 

運転者による事故が、特に増えています。 

 先日 9 月 8 日に、隣の愛川町田代の国道 412 

号で、16 歳の女子高生が SNS を通じて知り合っ 

た仲間とツーリングに出掛け、道路の縁石に衝 

突、転倒して亡くなっています。また高齢者に 

よる交通事故は、横断歩道ではない場所を横断 

中に、はねられる事故が多いことが特徴です。 

道路横断には、多少遠回りでも横断歩道を横断 

会 長 佐々木 敏尚 幹 事 小崎 直利 



  

 

して頂くようお願いします。横断歩道が近くにな

い場合は、特に左から来る車両に注意して下さい。

左からの車両は遠くにいると思っても、渡り切ら

ないうちに接近してくる場合が多くみられます。 

     次に相模原警察署管内においては、発生件数は

506 件、死亡者は 1 名、負傷者は 595 名です。前

年比で発生件数は 43 件の減少、死亡者は増減な

し、負傷者は 36 名減少ですが、県下の減少率が

16.4％に対し、当署管内は 7.8％と減少幅が小さ

く、楽観できない情勢であると言えます。 

 引続き、中央区内の人身交通事故として、8 月 

末現在で自転車が 166 件、高齢者が 180 件、二輪 

車が 122 件あり、自転車が関係する事故は減少こ 

そしていますが、発生件数では県下ワースト 1 位

で、2 位の大和警察署とは 18 件の差があり、じり

じりと差が拡がっている状況です。 

 自転車は手軽な乗り物ですが、「乗れば、車の

仲間入り」をしますので、車と同じく一時停止標

識や左右の安全を確認して下さい。 

 事故類型では、車両相互は 82％で、人対車両は 

13％ですが、横断歩道を横断中の事故が前年比 12

件も増加しており、人対車両は重大事故に発展す

る危険性が高いものです。ドライバーは横断歩行

者の有無をよく確認して頂き、歩行者も交通ルー

ルとして、「斜め横断をしない」「横断歩道を渡る」 

「赤信号で渡らない」の 3点をお願いしています。 

 ここで、ある交通事故の話をさせて頂きます。 

私が初めて交通課長になった平成 22 年 3 月に発

生したもので、私はその日は当直で事故発生の通

報を受け、一番最初に現場に到着しました。 

そして、この事故を起こした本人の手記が平成

26 年 8 月に「日刊警察」という新聞に掲載されま

した。この手記を読んだ時、人の縁の不思議さと

自分の罪と向き合い、反省してくれたことが伝わ

り、感慨深い思いをしました。手記のタイトルは

「自分本位」です。では、ご紹介させて頂きます。 

「その日は突然やってきました。当時、私は 23 

才で自動車販売会社の整備士として、働いていま 

した。幼い頃から車が好きで、趣味だけなく仕事 

も車関係を選んだ私の生活は、昼間は会社で車検 

や修理などを行い、夜や休日は自分の車のメンテ 

ナンスやチューニングをし、友人らとサーキット 

 

 

 

などに行き、寝る時以外は車漬けの日々を過ごし 

ていました。 

 あの日、私は会社から家が同じ方向の先輩と車 

2 台で帰宅途中でした。私は普段からスピード違 

反で捕まったりして、お世辞にも優良ドライバー 

とは言えませんでした。自動車整備士という、人 

の命に関わる責任ある仕事に就きながら、身勝手 

な運転を繰り返し、取り返しのつかない事故を起 

こしてしまったのです。 

 あの夜は片側 2 車線の国道の右側車線を走行し 

ており、普段から通勤に使用し、走り慣れていて、 

一番手前の信号が青になると、奥の信号も次々に 

青に変わることを知っていました。前には車が 1 

台もなく、私は信号が青になった瞬間にアクセル 

を目一杯踏み込みスピードを出していったのです。 

 かなり先まで見通せる状況で、スピードを出し 

過ぎていたため、視線はかなり前方を見ていて、 

手前の横断歩道を右からくる被害者に気づくのが 

遅れてしまい、時速 100ｋｍを超える速度で衝突 

させてしまったのです。被害者の方は即死でした。 

 衝突後、フロントガラスはひび割れ、私は横滑 

りする車を何とか止め、衝突現場まで走りました 

が、そこで見たのはこの世のものとは思えない悲 

惨な現場で、私は死ぬまで忘れることはできない 

と思います。あまりの悲惨さに、本当に自分が起 

こしたことなのかパニックになり、私は一旦病院 

に運ばれ、自動車運転過失致死の罪で逮捕され、 

その後の判決で、懲役 2 年を言い渡されました。 

 私は被害者の大切な命を奪ってしまっただけで 

なく、ご家族を含め多くの方に大きな苦痛を与え、 

その罪は決して懲役 2 年などで許されるものでな 

く、これからの人生で背負い続けていかなくては 

ならないと思います。 

 私は仕事柄、車の危険性をより理解していたに 

もかかわらず、自分本位に車を運転し、被害者の 

死という最悪の結果をもたらし、償っても償いき 

れません。謝って、謝って、この悲惨な事故を忘 

れず償い続けることしか、できないのです。 

 この手記を読まれている方達に伝えたいことが 

あります。様々な理由で車を運転する人がいます 

が、私のように不幸を運んでしまった人との違い 

は何かと考えた時「誰のために運転するか」では 

 



 

 

    ないかと思いました。自分中心の自分のためにし 

    か運転できない人は無茶な運転を繰り返し、大惨 

事を招いてしまうと思うのです。あなたがもし、 

自分中心の運転をしていたら、被害者のような尊 

い命を奪うことがないように、またあなた自身が 

私と同じ過ちを犯さないように、これから誰か大 

切な人のために運転して頂ければと思います。交 

通犯罪被害者がゼロになる日が来ることを、心か 

ら願っています。」 

     この事故の被害者は18才の女子高生で、友達と 

買物に出掛けた帰りで、多くの荷物を持って歩い 

ていました。捜査を進めるうちに、赤信号の横断 

歩道を右から左に横断していたことも、判ってき 

ました。事故発生時間帯は交通量が少なく、油断 

があったものと思われます。 

     被害者は車に跳ね上げられ、傷だらけで道路に 

    倒れていました。散乱する荷物、ガラス片、車の 

    停止地点まで伸びる100ｍもあるスリップ痕、多 

くの消防車と救急車で、直ぐには現状の把握がで 

きない状態でした。車の速度は推定120ｋｍ前後 

と算出され、1秒間に進む距離は約22.2ｍ、被害者 

は車は遠くにいると判断して、横断を始めたもの 

と思われました。 

 道路に立てば危険と隣り合わせであり、危険は 

何時いかなる時に降りかかってくるか判りませ

ん。ですから、決められたルールはしっかり守っ

てほしいということです。 

     最後に、特殊詐欺の発生状況についてですが、 

 相模原警察署管内では昨日までに34件あり、被害 

 額は4643万8,000円になります。主な手口は、オレ 

 オレ詐欺が10件で2500万円、キャッシュカードを 

 騙し取る預貯金詐欺が10件で1062万3000円、架空 

 料金請求が1件で130万円、そして最近、県下的に 

も増加しているキャッシュカード詐欺盗が13件で 

951万5000円となっています。 

 神奈川県警では「電話でキャッシュカードの話、 

    それは詐欺」と被害防止を呼び掛けています。防 

止の一番の秘訣は、犯人と話をしないことです。 

留守番電話の設定など、犯人の嫌がる防止策をお 

願い致します。 

 

 

 

 

 

●佐々木会長、小崎幹事 

①皆さん、こんにちは！本日ゲストの相模原警察署 

  の山口交通担当次長様、ようこそ！卓話よろし 

くお願い致します。 

②今日のメニュー、上海焼きそば、美味しそうですね。 

●川合 貞義会員 

山口次長様、本日の卓話、お忙しい中、ありがとう 

ございます。 

●永保 固紀会員 

 暑さ寒さも彼岸まで。少しは涼しくなりますか？ 

●小野 孝会員 

ゲスト卓話の山口さん、よろしくお願いします。 

●丸子 勝基会員 

相模原警察署交通担当の山口次長様、ようこそ。 

本日は宜しくお願い致します。 

●竹田 繁会員 

  相模原警察署交通担当次長の山口富司様、本日 

  はご苦労様です。よろしくお願い致します。 

●田後 隆二会員 

相模原警察署 山口様、ゲスト卓話よろしくお願い 

します。 

●藤本 恵介会員 

相模原警察署 山口様、本日は宜しくお願い致し 

ます。勉強させて下さい。 

●阿部 毅会員 

本日ゲスト卓話の相模原警察署交通担当次長の 

山口様、お忙しい中ありがとうございます。よろしく 

お願い致します。 

●豊岡 淳会員 

  ゲスト卓話でいらっしゃいました相模原警察署交 

通担当次長 山口様、よろしくお願いします。 

●大井 達会員 

相模原警察署 山口次長様、本日はお忙しい中、 

卓話にお越し頂き、ありがとうございます。相模原 

の今を勉強させて頂きます。 

●櫻内 康裕会員 

 ゲスト卓話の相模原警察署、山口交通担当次 

 長様、宜しくお願い致します。 

             ＜裏ページに続く＞ 



 

 

●横溝 志華会員 

     本日、山口富司交通担当次長様、卓話を楽しみ 

     にしています。 

    ●冣住 悦子会員 

     相模原警察署の山口様、卓話楽しみにしていま 

す。よろしくお願い致します。 

          本日のスマイル額  １５，０００円 

          今年度の累計額  １６５，２００円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【９月８日理事役員会のご報告】 

先週 9 月 8 日の例会後定例理事役員会があり、 

標準ロータリークラブ定款（第 7条 3 節）により 

理事会議事録は 60 日以内に全会員にお渡しする 

ことが定められています。当クラブでは理事役員

会議事録は通例、翌週の週報に掲載されておりま

す。（本日配布の週報に先週の理事議事録が記載） 

◎９月２９日（火）夜間例会について。 

コロナ感染防止の観点から、アルコール抜きで

お弁当形式の夜間例会を敦煌にて開会。この日は

卓話はありませんが、会員増強をテーマにクラブ

フォーラムを開催予定です。これは今年度増強委

員会から、増強に向けたフォーラムを早急に開催

されたいという意見を頂き、理事会決議を経て、 

9 月 29 日夜間例会で開催となります。 

◎１０月２０日（火）例会実施の有無について。

10 月 20 日は年間スケジュールでは、18 日地区 

大会へ移動例会とし、20 日例会は開催しないこと 

 

 

 

が決まっていました。既にご報告の通り、今年の 

地区大会は出席者が会長・幹事・エレクトの３名 

限定になり移動例会は成立しません。その為、20 

日例会を開催するかどうか議論しましたが、休会 

にという意見が大勢を占め、20 日は年間スケジュ 

ール通り、例会は開催されないことになりました。 

◎今年度の情報集会について。 

今年度、情報集会の出席者を少人数制とするた 

め、回数を４回にして開催することになりました。 

こちらも増強委員会からの提案で、できる限り 

参加者を少人数とすることで、増強に向けて深く 

熱い話をしましょうという意見があり、そのため 

最住Ｒ情報委員長のご意見を伺った後、少人数に 

て４回開催に決定されたものです。会員皆様が、 

どこかの情報集会に参加できるよう、１回は昼間 

でアルコール無し、３回は夜間でアルコールあり 

にしました。本日、回覧しますので、ご都合の良 

い日程にチェックをお願い致します。 

◎増強プロジェクトチームの立ち上げについて。 

同じく増強委員会から「毎年、増強委員会メン 

バーが入れ替わると、単年度ごとに活動が途切れ 

てしまうので、数年間継続して活動できるプロジ 

ェクトチームを立ち上げたい。」という意見を頂 

き、通年にわたる増強プロジェクトチームを立ち 

上げ、今後、数年間は会長直属の組織として増強 

に向け、継続した取り組みを行なえるようにする 

ことになりました。メンバー構成などは 9 月 29 

日夜間例会でのフォーラムにて報告予定です。 

◎今年のガバナー公式訪問 11 月 10 日について。 

その２週間前の 10 月 27 日に田島ガバナー補佐 

訪問があります。ガバナーへの質問や地区への要 

望等があれば、事前に連絡をと言われてますので、 

10 月 6 日理事役員会で審議する予定ですが、皆様 

から質問や地区への要望等がありましたら、今月 

中に会長・幹事か事務局までお知らせ下さい。 

◎２０２０年規定審議会立法案について。 

茅ケ崎 RC から 2 件の立法案の提案がなされ、 

この立法案に対し、当クラブの賛否を決める必要 

があり、理事役員会にて慎重な審議を行い、いず 

れの立法案も賛成する旨の決議がなされました。↗ 

 



 

      

尚、立法案の内容は標準ロータリークラブ定款 

や RI 細則の改正に関する、とても細かい内容に 

なりますので、興味のある方は会長・幹事か、事 

務局までお問い合わせ下さい。 

 

【国際大会（台湾）のご案内】 

金沢国際奉仕委員長から既にご連絡の通り、本 

    日の例会終了後に、来年 2021 年 6 月に台湾で開 

催される国際大会参加希望者の第１回打合せ会

を行ないます。先週の例会時に、アンケートを回

覧させて頂いて、10 名以上の方が参加予定と伺っ

ており、多くのご参加を頂き、有難うございます。 

ご存知の通り、今年のコロナ感染症拡大に伴い

緊急事態宣言が発令され、市場から一斉にマスク

が無くなってしまった時に、友好クラブである台

中文心 RC から１万枚のマスクの寄贈を受けまし

た。この１万枚のマスクは、今年の 5 月に当クラ

ブから相模原市に寄贈され、相模原市の多くの市

民の手に渡ることができました。 

偶然ではありますが、今年度は台中文心RCのあ

る台湾で国際大会が開催されるわけですから、で

きる限り多くの会員で国際大会に赴き、台中文心

RCの方々に直接御礼を申し上げたいと考えてお

ります。2021年6月12日（土）に出発で、2泊3日

または3泊4日で予定を組んでおります。ご都合の

つく方は是非ご参加下さい。 

 

【９月８日 第６回会長幹事会のご報告】 

出席者は田島ガバナー補佐、関口グループ幹事、

西、南、東、柴胡、かめりあ、中の６クラブの会

長・幹事で、まず田島ガバナー補佐から9月1日の

第3回ガバナー補佐連絡会議の報告がありました。 

〇地区大会（10月18日）スケジュール等について。

改めて説明があり、出席者は各クラブ会長・幹 

事・エレクトに限るということですが、2780地区 

には66クラブがあり、地区委員の出席も考えます 

と、出席者は合計で200～300名になると予想され 

ます。当クラブでは来年3月のＩＭ開催に際して、 

地区大会がコロナ対策をどのように進めるのか

気になりますので、田島ガバナー補佐から久保田

ガバナーに、地区大会におけるコロナ対策につい

て質問して頂くことになりました。 

 

 

 

〇地区公共イメージ／奉仕プロジェクト委員会 

からへコロナ禍におけるアンケートの件。 

奉仕活動の取組みや課題等についてアンケー 

トが実施されます。各クラブで回答して下さい。 

〇第４９回ロータリー研究会 開催の件 

11月25日に、Zoomを使用してオンラインにて 

開催される予定です。今年は初めて、第2部から 

各RC会長が参加して、ホルガー・クナークRI会長 

のお話しを聞くことができるということですので、 

（日本語の通訳がつくのであれば）私も参加した 

いと思います。 

〇最後に第5グループＢの各クラブから近況報告。 

・南RC：例会は年度計画通りに実施されていま 

 すが、Zoomを取り入れるための勉強会を開始 

 しました。 

・東RC：8月31日にガバナー公式訪問が行なわれ、 

久保田ガバナーが会員と一緒に考えていくとい 

うスタンスで議論に加わってくれたので、とて 

も議論が活発になされて良かったという感想で 

した。また、奉仕活動に関するクラブフォーラ 

ムが開催され、例年継続している２つの奉仕事 

業（青少年の剣道大会と桜祭りでのエンド・ポ 

リオ）以外の奉仕活動を模索するための議論が 

なされました。 

・かめりあRC：月2回の例会（1回は対面の例会、 

１回はLINEによる例会）実施している。9月1 

日のLINE例会では初めて出席率100％を達成す 

る。LINE例会は全てが文字のやり取りだけで 

進行していきますが、各会員からの近況報告な 

どもなされますので、和やかで楽しい雰囲気で 

例会が開催されている。また、地区補助金を使 

用したコロナ対策の奉仕活動が行われました。 

・柴胡RC：前回の会長幹事会から、まだ例会が開 

催されていないので、何も報告事項はなし。 

・西RC：先週、初めて例会をZoom併用で開催し、 

例会場以外からも2～3人のアクセスがなされま 

した。また、相模原大野RCの一部の元会員から 

衛星クラブを立ち上げたいという申し出があっ 

たため、西RCがスポンサークラブとなって衛星 

クラブを立ち上げることになりました。8名の会 

員が集まったら連絡を下さいとお伝えしている。 

 ＜※衛星クラブについては次ページに掲載＞ 

 



 

                                                                                          

 

＜衛星クラブとは＞ 

2013年の規定審議会で採択されたもので、新ロ 

ータリークラブ結成に、必要な会員数がいない場 

合のオプションとして導入。通常のロータリーク 

ラブでは、20人の創立会員が必要とされています 

が、衛星クラブでは8人の会員で結成が可能です。 

通常のロータリークラブと同様、例会を開き、 

細則と理事会を設け、地域社会で奉仕活動を行な 

うことが可能です。地元ロータリークラブが衛星 

クラブのスポンサーとなり、助言や支援を行ない 

ます。衛星クラブの会員も「ロータリアン」とみ 

なされ、正式にはスポンサークラブの会員となり 

ます。衛星クラブの会員数が20名以上となった場 

合、衛星クラブのままでいるか、独立したロータ 

リークラブとなるために加盟申請を行なうのか、 

いずれかを選択することができます。 

 

例会プログラム 

９月２２日祝日休会 

       ２９日夜間例会 １８：３０～「敦煌」 

          クラブフォーラム「増強について」 

    １０月 ６日ゲスト卓話「米山月間にあたり」 

           米山奨学生 劭 佳慧さん 

          定例理事役員会 

       １３日卓話 川合 貞義会員 

 

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  「敦煌」 

司  会  池之上 和哉 副ＳＡＡ 

斉  唱   ロータリーソング「我等の生業」 

ソングリーダー  黛 裕治会員 

ゲスト   相模原警察署 交通担当次長 

山口 富司氏 

 

●例会場 中国名菜「敦煌」 

   〒252-0231 相模原市中央区相模原 2-13-1 

       TEL 042-756-6555 FAX 042-756-6559 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3 

               相模原商工会館３Ｆ 

       TEL 042-758-5750  FAX 042-758-1605 

 ●Ｅ-mail：rotary@tbg.t-com.ne.jp 

 

 

 

報告事項 

１．第２７８０地区ガバナー事務所より   

①コロナ禍における奉仕活動アンケートの依頼あ 

 コロナ禍の状況下で、各クラブの奉仕活動の取 

り組みや課題についてご意見を伺いたく、アン 

ケ―トをお願い致します。提出締切：9 月 30 日 

 

２．第７回日台（日本・台湾）ロータリー親善会 

議福岡大会実行委員会より、開催中止のご報告 

開催日を延期し、2021 年 3 月の開催を目指して 

おりましたが、今後のコロナ状況改善の展望が 

見えないことから中止せざるを得ない判断とな 

りました。ついては、収束後に改めて新たな開 

催時期や取り組み方を検討してまいります。 

 

※１０月情報集会の出欠表を回覧しております。 

今回は少人数での実施のため、日程は４日間予 

定しておりますので、ご都合の良い日にご記入 

をお願い致します。（尚、出席人数が偏りました 

場合は担当委員会にて調整させて頂きます） 

 

＜ゴルフ同好会より＞   櫻内同好会長より 

 次回 9月 29日（火）は夜間例会により、恒 

例のゴルフコンペを開催致します。ただ、会場 

などはまだ未定ですので、参加希望者には後日 

詳細をご連絡させて頂きます。 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

●例会日 毎週火曜日 １２：３０～１３：３０ 

●編 集 親睦活動委員会 

 委員長：阿部  毅 副委員長：河野  崇 

 委員：竹田  繁、黛  裕治、伊倉 正光 

会 員 出席（出席対象 22 名） 事前メイク者 

２９名 ２６名 １名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率(9/1) 

２名 ９３．１０％ ９６．５５％ 
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