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             4 クラブ合同例会       休会  休会                          例会          休会             例会 

本本本日日日のののプププロロログググラララムムム（（（111 月月月 222999 日日日））） 

宗清 征治 様「職種と服装」 

次次次回回回のののプププロロログググラララムムム（（（222 月月月 555 日日日））） 

4 クラブ合同例会(瀬戸田 18:00～20:00) 

三原港集合 16:45   

第１１７５回 ２０２０年１月２２日 例会記録 

ラ ジ オ 体 操  

第 2 回目(12:25～) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点  鐘 佐々木会長 

ロータリーソング「それでこそロータリー」 

ロータリアンの行動規範唱和 

出 席 報 告 

 会員数 

名誉会員 

出席者 メイク 欠席 

(免除 ) 

出席率 

本 日 

(1/22) 

29 

1 

20 

 

2 4 

3 

84.62 

 

メイク 灰谷・熊谷 

前々回 

(12/20) 

29 

1 

17 

1 

5 3 

4 

88.00 

メイク 伊藤佳子・熊谷・鶴田幸彦・楠部・橋濱 

 

食 事 時 間 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 長 時 間 

広報委員長の兼田さんに例会の時

いつも素敵な写真撮っていただいて

います。新年例会の写真も笑顔がい

っぱいの写真を掲載していただきあ

りがとうございます。 

会長になる前にＲＬＩなどの勉強

会に参加し、前準備をしてきたつもりですが、あっと

いう間に過ぎ去り、残り半年となりました。どうにか

伊藤会長エレクトにスムーズに交代できるように出来

るだけの事をやっていこうと思っています。 

新聞を見ていますと、新型のコロナウィルスが中国

で発生しています。あまり大げさに言うのはどうかと 
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思いますが、ここは広島空港でも中国人の方も多く来

られています。インフルエンザウィルスへの対策でい

けるようなので、皆さん気を付けて予防して下さい。 

 ロータリーの友１月号にも載っていますが、1 月は

職業奉仕月間です。私は歯科医師の関係で、昨日他職

種連携の会合があり、今から訪れる高齢社会、2025

年に向けてどういう横のつながり、縦のつながりの取

組をするかという講演会があり三原に行きました。 

フレイル「加齢により心身が老い衰えた状態」につ

いての話で、口が衰えると、噛めなくなる、飲み込め

なくなる、栄養が摂れなくなる、肺炎になる、死んで

しまう。目指すは医療費をあまりかけず、ピンピンコ

ロリといきたいものですが、その中でどのような取組

が出来るかという話もありました。先ず皆さん、歯を

入れてない方は、是非私の病院に来ていただいて歯を

入れて頂ければと思います。その後は、定期的に健診

とケアーに来ていただきたいのですが、歯は、痛くな

らないと行かないという事が多いのです。そこを何と

か、私の会長年度に、河内町か幸崎町においでいただ

くか、かかり付けの歯医者に行くきっかけになってい

ただければと思っています。 

 最近は、口の機能が衰えた人は、重症になったり、

肺炎になる前に、ベロの力を測るなど未然に歯医者で

出来るだけ予防しましょうという事となりました。 

また、周術期口腔機能管理といって、術後の誤嚥性肺

炎等の外科的手術後の合併症等の軽減を目的に 2012

年に新設されたもので、患者の入院前から退院後を含

めて歯科が一連の包括的な口腔機能管理を行ってい

ます。職業奉仕月間、皆さん頑張って下さい。 

 

幹 事 報 告 

《配 布 物》週報1174号、ロータリーの友 

ガバナー月信・地区大会特集号 

2018-19年度地区活動報告書 

《回  覧》4クラブ合同例会・ＩＭ 出欠表 

2 月例会予定 

◆２月５日(水)[4クラブ合同例会 

18：00～20:00  

瀬戸田市民会館 多目的ホール 

三原港集合 16:45   

三 原 港 発17:00→瀬戸田港着 17:28 

瀬戸田港発 20:10→三 原 港 着20:38 

 

 ◆２月１２日(水)休会 

◆２月１９日(水)通常例会・理事会  

場所がフォレストヒルズガーデンとなります。 

(ホテル空調工事の為) 

  

 

卓 話 時 間 

 

 

広島県三原警察署  

交通課 交通総務係  

広島県警部補 土井信 正美様 

 

「県内の交通情勢」 

 

本日はお時間を頂きましてありがとうございます。

車の運転で気を付けて頂きたいところを、お手元の資

料に沿ってお話しさせて頂き、それぞれお近くにおら

れる方にお伝えいただければと思っていますのでよろ

しくお願いします。通常１時間お話しさせて頂きます

が、今日は縮小しお話しさせていただきます。 

交通事故発生件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢死者数が全体の 60％近くあり、年々割合が高く

なっています。 

・物損事故は増えています。6万件以上（10月末現在） 

 最近はお店の駐車場の中で駐車中の車にぶつかった

り、ポールにぶつかったりなど単独事故も増えてき

ております。 

三原市内の事故状況 

1. 事故の多い路線 

     ①国道 185号線 

    ②国道 2号線 

    ③主要地方道三原竹原線 

2. 特徴 

  事故形態 

     ①追突 

   ②出会い頭 

   ③右左折時 

  時間帯 

   ①6～8時 

   ②16～18時 

   ③12～14時 

 

・139件中 4割が追突事故 

・空港のあたりでは、フライトロードの入り口の十字

交差点は危ないと聞いておりますのでお気を付け下

さい。 



 

自動車運転中に注意してほしいこと 

1. 横断歩道の歩行者 

①歩行者優先義務 

  横断中又は横断しようとしている歩行者を見か

けた場合は、横断歩道手前で一時停止をして、歩

行者の通行を妨げないようにしなければなりま

せん。（罰則あり） 

 

★「信号機のない横断歩道」の車の停止率（JAF調査） 

 広島県 H30年:  1％(全国 46位)全国平均 8.6% 

         R元年:17.5%(全国 19位)全国平均 17.1% 

 

長野県  H30年:58.6％(全国 1位) 

         R元年:68.6% (全国 1位) 

 ・小さい頃から交通安全教育を盛んにされている 

 ・幼稚園や小学校の子供さんが、横断歩道で渡ら

せてもらうとお礼を言う。ドライバーさんにと

っては心地よい。という事がある。 

 

 鳥取県 R元年:24.8% 

 島根県  R元年:41.2% 

 岡山県  R元年:13.4% 

 山口県  R元年: 9.0% 

 

・止まらない人の理由 

 渡るかどうかわからない 

 自分が止まっても対向車が止まらない 

 止まると後ろから追突されそうだから止まれない 

 

■しっかり止まって渡らせてあげてください。 

②県内の横断中の交通死亡事故 

横断中死者数 ２１人 

内高齢者 ２０人 

内夜間 １７人 

内横断歩道横断中 １１人 

 

③重傷事故の事例(R1.9) 

 

 

 

 

 

・右側の白い車は止まってくれ、歩行者は渡っていま

したが、左側の黒い車にはねられて高齢者が大きな

けがをされました。横断歩道で事故を起こすと、ド

ライバーの方は現行犯逮捕されます。それだけ責任

が重たい。特に夜間は注意。 

・横断中死亡事故 21人の中の 18人が車から対して、

右(反対車線)から左に渡ってくる方です。 

  通常渡ってこないだろうと思っている方向から渡っ

てくる歩行者の方をよく見落とされます。 

 左側を歩道や路側帯があるので歩行者が歩いている

という事を運転中予測され、視界に入るが、右は車

が対向で走ってくる、さらに向こう側から歩行者が

渡ってくるという予測がなかなかつかない。 

 暗い時間帯が特に多いのです。 

歩行者の注意点 

・外出される際は、明るい服装。 

・夜間の歩行は、反射材(リストバンド・タスキ・など) 

の着用や LEDライトを所持しましょう。 

2. 交差点通過時 

①右左折時、見通しの悪い場所は、手前で一時停止 

や徐行をして安全確認 

  ②合図 

  ・右左折、転回、徐行・停止、後退をするとき 

   ・同一方向に進行しながら進路を変えるとき 

③走行中のライト 

   早めのライト点灯をしてください。 

   走行中は上向きライト 

(照射距離:下向き～約 40ｍ 上向き～約 100ｍ) 

    対向車や前車がいる場合は下向きライト 

④シートベルト 

  ・全席シートベルト着用 

     後部座席が特に注意 

    (事故で負傷率が高いのは後部座席 4倍) 

   ・チャイルドシート 

   乳児・幼児は、必ずチャイルドシートに乗せて

ベルトを正しく着装 

⑤交通事故を起こした・遭った場合 

  ・必ず警察に届け出をしてください 

  ・負傷者がいる場合は、119番通報 

 

・示談、現場でお互いお話をされてにされて連絡先を 

交換された場合、高確率でトラブルに巻き込まれま 

す。連絡先が違ったり、事故当時は相手が悪かった 

と言われていても後から話をすると悪くないよと言 

われることが変わる場合もあります。 

もめる原因にもなりますし、スムーズに話も行かな 

くなります。車がなおった後に警察に来られても証 

明がつきませんのでドライバーの義務として小さ 

な事故でも届けて頂くという事でお願い致します。 

 

・私を含めて皆様方も事故に遭う確率は等しくありま

すので、周りの方にも本日のお話をお伝え願います。 


