
国際ロータリー第 2550 地区 

 
国際ロータリー会長：バリー・ラシン 
第 2550 地区ガバナー：  伊東 永峯 
事務所：〒325-0826 宇都宮市西原町 142 
      宇都宮グランドホテル内 
      TEL：028-651-2550 
      FAX：028-651-2551 
      E-mail: m2550@agate.plala.or.jp  
 

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報 
会  長：村山  茂  幹  事：植竹  一裕 
事務局：(株)植竹虎太商店内 植竹  一裕 
   〒325-0056  那須塩原市本町 6-5 
   TEL:0287-62-1123・FAX:0287-63-9228 
   E-mail: k.uetake@coral.plala.or.jp 

   例  会：国民の祝日を含まない週の水曜日 
                12:30 – 13:30 
       割烹石山  那須塩原市本町 5-5 
 

第2843回 村山年度 第26回 会報 2019 3-13 司会 秋葉秀樹君 

欠席の場合は当日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子） 
                          メール  qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp 

出席報告  出席委員会  ****君 （出席規定の免除会員数7名） 

例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率 

本日 3月13日 37（7） 30（5） 7（2） 85.7％ 

前回 3月 6日 37（7） 28（4） 9（3） 82.3％ 3 91.1％ 

お客様 
 日本赤十字社 栃木県支部 

事務理事長 入野好市様 

 栃木県赤十字友好会 監事 岡川光祐様 

 日本赤十字社 栃木県支部 
組織振興課長 堀野京子様 

会長挨拶 村山茂会長 

 皆様、今日は。3月も中旬を迎え、卒業式や受験
の合否発表など新しい門出を迎える季節となって
まいりました。一方で、皆様もご存じの通り那須塩
原市長の君島 寛様がご逝去されました。黒磯クラ
ブでの卓話もいただいております。心からご冥福を
お祈りいたします。 
 さて、本日は私の仕事関連で、道路交通法と道
路運送車両法の改正案が閣議決定されたというこ
とで、少しお話しさせていただきます最初に「道路
交通法」とは、道路における危険を防止し、その他
交通の安全と円滑を図ための法律です。速度制
限や駐停車制限、シートベルト着用などの根拠に
なる法律です。そして「道路運送車両法」は、自動
車等の安全基準を定める法律です。車両登録、リ
コール、排気ガス規制や整備振興の根拠となる法
律です。 
 今回画期的なのは、公道で自動運転車両（ただ
し、レベル３）が走行可能になる法整備がなされる
ということです。レベル３というのは、「すべての運
転を自動化するが、緊急時は運転手が操作す
る。」ということで、無人ではありませんが、一応、す
べての運転が自動化された車両が、公道を走行
できる法的な環境が整備されることになる訳です。
ですから、その条件を満たした車両であれば、車 
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載テレビでニュースを見たり、スマートフォンを手に
もって通話やメールのやり取りをしても差し支えあ
りません。ただ、運転者の安全運転義務はこれま
で同様に課されますので、飲酒は禁止。飲食や読
書はグレーゾーンになるそうです。事故発生時は、
操作ミスなのか、システムの不具合なのか調べる
必要があります。改正案では車両に備えた装置で
作動状態を記録し、データを保存することが義務
付けられるそうです。自動車のブラックボックスで
すね。 
 また、現在の道路運送車両法は、自動運転を想
定していないため、車両整備やリコールなどでそ
の仕組みを改める必要がありました。代表例がソフ
トウエアの配信による自動車の性能変更。レベル３
の自動運転車両は、制御はコンピューターというか
AI（人工知能）が行いますので、車の形をしたロ
ボットです。ですから、配信内容の安全性を事前
にチェックする仕組みの創設が盛り込まれるそうで
す。そして、自動運転車両の走行を認める道路環
境や制限速度といった条件を車種ごとに設定する
そうです。どこでも走れる訳にはまいらないようで
す。 
 自動運転の普及は、人の運転ミスによる事故を
抑制でき、我々タクシー業界の悩みの種である、
運転手不足の解消の可能性もございます。政府は
2020年をめどに「レベル３」と呼ばれる技術の実用
化を目指していますが、大いに期待しているところ
です。使える車両が出来たら真っ先に導入したい
と思っておりますので、その節は皆様を真っ先にご
招待させていただきます。ご清聴ありがとうござい
ました。 

幹事報告 植竹一裕幹事 

委員会報告 大島三千三副会長 

 皆様こんにちは、委員会報告を受け付けますの
で、報告のある委員会は報告願います。 

 ゴルフ愛好会 
髙木慶一君 

 村山年度第2回大会を３月17日(日)那須黒羽ゴ
ルフクラブで開催します。参加申し込みされている
方は8：40迄にご集合して下さい。 

 会計 
委員 前田貴裕君 

 会計から3月分の口座引落の連絡がございます。
3月の20日に栃木銀行から引き落しをさせて頂きま 

村山年度第13回理事・役員会報告 
 4月度スケジュールの件 

地区協議会が5月12日の開催が決定したため、
4月24日のクラブ協議会を5月22日ロータリー情
報委員会の卓話と入れ替える事で承認。 

 那須塩原市に対する消防自動車払い下げの
件 
消防自動車をタイ国へ寄贈する為の払い下げ
申請として承認 詳細は後日。 

 観桜会内容の件 
点鐘18：00 演奏会終了後の食事会とする事で
承認。親睦委員会主催の夜間例会の決算報告
は、観桜会終了後一括で報告する事で承認。 

 社会奉仕・青少年奉仕委員会合同の足尾植樹
の件 
4月27日に黒磯高校インターアクトクラブと合同
で参加する事で承認。詳細は後日  

村山年度第26回幹事報告 
 4月27日に開催されます、足尾植樹の出欠表を

回覧しております。奮ってご参加下さい。集合
場所等は改めてご連絡致します。 

 黒磯高校インターアクトクラブ海外研修費の請
求が届きました。安藤青少年奉仕委員長にお
渡ししました。 

 西那須野RCより会報が届いております。回覧し
ております。 
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 社会奉仕委員会 委員長 藤﨑善隆君 
 

 青少年奉仕委員会・社会奉仕委員会からのご報
告です。恒例の足尾植樹でございますが、本年は
4月27日土曜日に開催されます。時間は9時～12
時までとなっております。本日より出欠表を回覧さ
せて頂いておりますので、出欠をご記入下さい。例
年通りバスを用意致しますので、ご利用の有無を、
また終了後に場所は未定ですがインターアクトの
方と懇親慰労会を予定しておりますので、その出
欠の有無も併せてご記入下さい。 

ニコニコボックス 前田貴裕君 

藤 﨑 善 隆 君 日本赤十字の皆様ようこそ黒
磯クラブヘ。 

安 藤 譲 治 君 誕生祝い有難うございました。 

髙 木 慶 一 ゴルフ愛好会、今年第1回の
大会、参加御礼。 

す。内訳につきましては新年会の会費、参加者1
名につきまして4,000円、2月6日の合同例会の会
費3,400円、記念行事準備積立金10,000円それぞ
れ引き落としをさせて頂きますので宜しくお願いし
ます。 

お客様挨拶 

 日本赤十字社 栃木県支部 
事務理事長 入野好市様 

 皆さん今日は、堀野の説明の前に、わたくし日本
赤十字社栃木県支部、事務理事長、入野好市か 

らご挨拶させて頂きます。本日は黒磯ロータリーク
ラブの貴重な卓話の時間を頂戴いたしまして誠に
有難うございます。 

 日赤を作ったのは佐野常民という佐賀県の人で
すが那須野が原にも佐野常民の開拓碑がござい
まして、那須塩原市とつながりのある、日赤の話を
させて頂けることを有難く思っております。 
 皆様、日赤は名前はご存知と思いますが実際に
何をしているのか、知らない方もおられると思いま
す。また、日赤に対して既に多大なるご支援ご協
力をされている方もおられると思います。日赤とし
ましては、ご協力頂いている方に本来、直接感謝
の言葉を伝えたり、活動報告をしなければならな
いのですが、なかなか機会を持てません。これから
出来るだけ多くの方に説明できる機会を作ってい
きたいと思っているところです。 
 本日は皆様の日頃のご支援ご協力に対して感
謝申し上げるとともに、是非、日赤の活動状況をご
理解賜りまして、現在、災害が多発している状況で
ございます。更なるご支援ご協力をお願い申し上
げましてご挨拶とさせて頂きます。 

社会奉仕委員会 
委員長 藤﨑善隆君 

 社会奉仕委員長の藤﨑です。本日はSAAの卓
話の時間を頂き、日本赤十字さまよりの卓話を頂
戴することとなりました。ご承知の通り、赤十字社さ
までは災害救護や防災・減災活動を主な事業とし
て活動されておりますが、近年はその災害も頻発
化・甚大化が著しくなる一方であります。先日11日
には東日本大震災より丸八年となりましたが、昨年
を振り返っただけでも大阪北部地震、西日本豪雨
災害、北海道胆振東部地震など枚挙に暇がありま
せん。 
 こうした状況を踏まえ、日本赤十字社より三名の
お客さまをお迎えし、日本赤十字社栃木県支部 
組織振興課長、堀野京子さまに「赤十字の活動と
赤十字活動資金」と題してお話し頂きます。昨年、
当クラブでも西日本豪雨災害の対応の仕方につ
いて大変悩ましい思いを致しましたが、今後の災
害支援等についても参考にさせて頂ければと思い
ます。 3 



卓話 赤十字の活動と赤十
字活動資金について 

 

日本赤十字社 栃木県支部 
組織振興課長 堀野京子様 
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次回例会         平成31年3月27日      担当 社会奉仕委員会 
 

近隣クラブ例会日 
  火曜日  西那須野/いとう屋 0287-36-0028 

近隣クラブ例会日 
  木曜日  大田原/ホテル龍城苑 0287-24-2525 

  水曜日  塩原/塩原カントリークラブ 0287-35-2211   木曜日  那須/ホテルエピナール那須 0287-78-6000 
  木曜日  大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165   金曜日  黒羽/ホテル花月 0287-54-1105 

3月13日欠席(敬称略) 
荒井昌一・秋間忍・大森貞男・小野安正 
吉光寺政雄・豊田哲司・戸野秀介 

前回 3月 6日分メークアップ(敬称略) 
安藤譲治・相馬征志・平山博 

会報委員会：稲垣政一・和気勝利・秋間 忍・藤﨑善隆 6 
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