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黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：大島三千三 幹 事：秋葉秀樹
事務局：株式会社 帝都

代表取締役 秋葉秀樹
〒325-0051 那須塩原市豊町13-9
TEL:0287-62-3131・FAX:0287-62-5455
E-mail:hideki_akiba@akibacorp.com

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2895回 大島年度 第6回 会報 2020 08-19 司会 泉道夫 君

欠席の場合は前日 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 田中徹君 （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（8月19日） 37(7） 33（5） 4（2） 94.3％

前回（8月5日） 37(7) 30（5） 7（2） 85.7％ 5 100％

国際ロータリー会長：ホルガー・クナーク
第 2550地区ガバナー： 森本敬三
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

お客様
栃木県交通安全協会
支所管理部大田原支所長 枝 正博 様

会長挨拶 大島三千三会長

310万人の人々の犠牲の上に現在の日本が
あるんだということを改めて考えさせられま
す。この番組を見た私は、涙を止めることが
できませんでした。また、原爆の体験者が、
自分の悩み経験から「コロナ感染症も同じで、
感染者を差別するような事のないような社会
を皆で創って行きたいですね」と訴えていた
のが印象的でした。

ポールハリス語録から「分裂する力があま
りにも強すぎるこの世界の中で、ロータリー
は統合と融和を目指す力です。ロータリーは
平和な世界のひとつの縮図なのであり、諸国
民が見習うべきひとつのモデルになっている
のです。」とあります。今まさに大国の対立
が起ころうとしています。そして各地の民族
間紛争はいまだ絶えません。ロータリーモデ
ルを心から伝えたいものです。その尊い犠牲
を忘れることなく、私たちロータリーは平和
な世界の実現を目指し活動して行きたいと思
います。

残暑お見舞い申し上げます。

皆さんこんにちは、お盆が過ぎても猛烈な
暑さが続いております。体調はいかがでしょ
うか？熱中症には十分注意してください。ま
た、 今年は7月、8月に台風の発生が少なく、
9月以降の動きが心配されます。異常気象の
現れでしょうか注意していきましょう。
先日、テレビの特番で“日本には忘れては

いけない特別な日が四つある”と言っていま
した。昭和20年6月23日、組織的戦闘が集結
したとされる沖縄戦、人類史上初めて原子爆
弾が投下された8月6日の広島、8月9日の長崎、
そして、終戦記念日の8月15です。
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幹事報告 秋葉秀樹幹事

委員会報告 植竹一裕副会長

 第６回理事役員会報告
• 9月プログラム（承認）
• 8月26日（水）夜間例会変更について

夜間例会から通常例会に変更する（承
認）

• その他
今後の例会について
行政の報告を見ながら休止を理事会で
判断する。

 第６回幹事報告
• 国際ロータリー会長からのご挨拶が届い

ております。（回覧）
• 九州豪雨災害（2020年7月）義援金につい

てのご報告が届いております。（回覧）
• 8/23クラブ米山委員長研修会 Ｚｏｏｍ

についてご連絡が届いております。(平山
米山委員長)

• 西那須野ロータリークラブより会報が届
いております。（回覧）

永山三芳雑誌委員長
ガバナー月信8月号をレターボックスに入れ
ましたのでご確認ください。

ニコニコボックス委員会 鈴木隆子君
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大島三千三会員
枝正博様、本日はありがとうございます。
村山茂会員
残暑お見舞い申し上げます。
小野安正会員
誕生祝いありがとうございます。
時庭稔会員
誕生祝いありがとうございます。
秋間忍会員
１時より宇都宮陽東RCの例会に参加するので
早退します。

皆さんこんにちわ。報告のある委員会はお
願いいたします。

卓話（担当 会員増強委員会）
和気勝利会員増強委員長

前回の例会で大島会長挨拶中にて、増強月
間に伴い会員増強の大切さ・ご協力のお願い
等のお話をいただきました。

皆様のレターボックスに『会員推薦用紙』
の配布させていただきました。推薦出来る様
な会員候補者がいらっしゃいましたら、増強
委員会へご報告いただきますよう、会員皆様
のご支援・ご協力をよろしくお願いいたしま



す。
本日の卓話は外来卓話でございます。卓話

者は私の知人であります、『枝正博』さんを
ご紹介いたします。

枝様は、地元旧黒磯の学校を卒業して、そ
の後亜細亜大学法学部を卒業後、昭和54年4
月に栃木県警察官を拝命し『巡査』として公
務されました。

その後平成6年に『巡査部長』、平成13年
に『警部補』そして平成21年には『警部』に
昇進され、県内各地で勤務され、平成29年に
『警視』として栃木県警察を退織されました。
退職後平成29年4月より栃木県交通安全協会
大田原支所長として、現在に至っております。
本日は、長い警察官としての仕事柄、なかな
か聞けないような話もしていただけそうとお
聞きしておりますので、どうぞよろしくお願
いいたします。

すよ、その新聞を見た知人から「お前何か悪
いことしたから、警察首になったんか。」と
心配で連絡してくれ「俺が悪いことしたなら
市役所に行けないよ。」と応え、大笑いした
ことがありました。
出向とは、出向先での労働契約等を結ぶこ

とで、いわゆる身分が私の場合、市役所職員
になるわけです。
派遣というと身分は警察官のままで指揮命

令が派遣先にあるということです。栃木県に
行った方は派遣ということです。
もともと20年前の鹿沼市職員殺害事件があ

り、これは、産業廃棄物行政に絡み職員が帰
宅中に拉致され殺害された事件から、この後
に、県や市に出向や派遣ということがはじま
りました。
いわゆる行政対象暴力が社会的に注目され

たきっかけとなる事件でした。暴力団4人を
逮捕しましたが、まだ遺体の発見には至って
いません。
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栃木県交通安全協会
支所管理部大田原支所長 枝 正博 様

今日の話は、私の経験談にもとづいたこと
で、表向きの警察社会とは、ちょっと違った
話し、苦労話やこういう世界もあるんだなと
いうことをお話してみたいと思います。

ただ今紹介がありましたように、私は警察
管を拝命し、38年間勤務し、3年半位前に定
年退職しました。
この間、12回の転勤がありました。
3人の子供がいますが、長男は小学校を5箇

所、次男は幼稚園を3箇所、代わりました。
子供には悪かったなと思っています。

家を建てて25年になりますが5人家族で一
緒に住んだのは5,6年しかありません。私も
単身赴任7年余り、子供が大学等で県外に行
き5重生活をした時がいろんな意味で一番大
変だったのかなと思いました。

また、一時、警察を辞職し、大田原市役所
に2年間出向したときがありました。

異動の内示で警部以上は、新聞に掲載され
るわけですが、新聞には辞職欄に出るわけで

私は、市役所では危機管理課の総括主幹と
して勤務し、防犯協会・暴力団対策協議会等
の事務をやっていたわけですが、窓口でトラ
ブルがあれば呼ばれて対処し、税務課の差し
押さえの立ち会い等の仕事もし、市役所の用
心棒的な役割もしていました。

また当時、防犯カメラ設置する場合、市が
補助金を出すという条例を策定しましたが、
これは県内でもはじめての試みでした。

この2年間は、出向で年収はかなり減とな
りましたが、行政面の勉強で今、現在の仕事
にかなり役立ったと思います。

その後、今度は市役所職員を辞職し県警に
戻りました。

さて、本題となります、私は、私服での仕
事がほとんどでしたが、退職前は制服でした。
私服と制服の時の話と、最後に交通安全の話
をしてみたいと思います。

まず皆さん、資料を見ていただくと分かり
やすいと思います。刑事ドラマの番組多いで
すよね。そこで容疑者・被疑者・被告人とい
う言葉が良く出てきます。



この違いを説明しますと容疑者は警察官が逮
捕した時点では容疑者、検察官にその身柄を
送致し、検察官の身柄になれば被疑者となり、
この被疑者を検察官が裁判所に起訴した場合
に被告人となります。

警察官が何か悪いことをした容疑者を逮捕
しますが、これには現行犯逮捕・緊急逮捕・
通常逮捕の3つがあります。

現行犯逮捕は警察官ではなく、皆さんでも
逮捕できます。現行犯ですから法律違反を、
その場で見ていますから。

次に緊急逮捕ですが、これが結構大変なん
です。

たとえばある事件で容疑者を逮捕します。
現行犯で逮捕出来ない場合があります。

また通常逮捕の裁判所で発する令状を待っ
ていたのでは容疑者が逃走してしまうことが
あります。そういう場合は緊急逮捕をしなけ
ればなりません。

この要件は充分な逮捕の理由がなければな
りません。

また罪の重さにもより逮捕できる犯罪と出
来ない犯罪があります。

夜間、休日等に事件が発生し緊急逮捕する
場合は、事件や容疑者の人数にもよりますが、
その事件担当の部屋は大変な忙しさとなりま
す。

課長等が「ハイお前は逮捕手続き書、ハイ
お前は実況見分、ハイお前は捜査関係書類、
ハイお前は各種照会書類をつくれ。」と指示
命令し、書類を3時間以内に作成し、休日・
夜間は、これを宇都宮の裁判官の所に持って
行かなければなりません。通常の日中は県北
の場合は大田原の裁判所に持って行き、逮捕

手続書等を見てもらいます。
その裁判官が、書類を確認して、逮捕出来
る要件になっているかどうかを判断するわけ
です。ですから決して警察独自で逮捕の乱用
は出来ないのです。
通常逮捕も全て裁判官が逮捕の証拠や書類

を確認し逮捕令状や捜索令状を出すわけです。
深夜当直で一睡もしないで仕事をし、警察

で作成した捜査書類を裁判官が見て、その書
類が、要件等不充分で却下となれば逮捕出来
なくなり、署長は大恥をかくし担当課長も署
長に謝らなければなりません。

容疑者を逮捕した場合、その身柄は48時間
以内に、さらに証拠品の発見や証拠書類等を
作成し、その書類を検察庁に送らなければな
りません。これを送致するといいます。
検察官が書類等を確認し、良ければ今度は

その身柄は検察庁の身柄となり10日間の勾留
期間が認められることになります。
そこで警察官が調べたことをもう一度検察

官が被疑者を調べ、同様であれば起訴するか
どうかを判断します。
証拠がまだ確定的でない、余罪等があり、

また調べが未了の場合には、更に10日間の延
長勾留があります。
逮捕に至るまでは、いろんな人がいますが、

その人を逮捕するまでの証拠収集があります。
大田原警察署管内の時、あるホテルの売り

上げが急増しました。これが端緒情報です。
ホテル売り上げ急増、これだけでピンと来

る方がいるかもしれません。
結論はホテルを場所とした風俗、いわゆる
売春ですね。この事件は、その証拠収集のた
め半年以上かかりました。まず参考人を捜す
ため、宿泊客の尾行と検問ですね。
参考人を見つけ、参考人から調書を取り、

証拠固めを行い、半年かけ、やっと現場での
逮捕や捜索です。
この時は、早朝大型バスで捜査員何十人も

でホテルに乗り込むわけです。
中には団体客でそれぞれの布団やベットに

女性と一緒に寝ていた多くの客がいました。
その場でそれを押さえ各人の調べ、調書を

取ることになります。
「中には早く帰らなくちゃとか時間が無い」
とか、拒否する者もいますが、
「後でも結構ですよ、自宅や会社まで行って
調書を取りますか」
というと奥さんや会社にバレるのが、いやで、
だいたいは調べに応じました。
さらに、ホテルで管理している客と源氏名

との接触の時間・料金等が入っているパソコ
ンと照らし合わせたりし、当然そのパソコン
も押収します。

先ほど証拠収集のために半年以上かかりま
した、と言いましたが、何年もかる事件捜査
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も当然あります。
警察用語でさんずいと言われる汚職事件や

知能犯関係は大概そうですね。
汚職の汚、さんずいですね。
これはある市の幹部と建設業者の汚職事件

を担当した時です。
端緒情報を得、捜査するわけです。
まずは、ある容疑者の尾行からはじまるん

ですね。この尾行も、気づかれたらそれで終
わりとなってしまいますから慎重に行います。

時には、外で、車の中で、いろんなところ
で、トイレは相手に気づかれてしまうと駄目
なのでペットボトルやその他の代用品でそこ
で済ませることもありました。箱根駅伝は5
時間以上も車に乗っていますので紙おむつで
済ませスタッフもいるそうです。

この尾行は容疑者の仕事が終わったあとや
休日の動向の確認です。

その人は、週末はクラブ・スナック、休日
は競輪競馬で建設会社の社長等と合っていた
ことが判明しました。

これだけでは証拠になりません。金銭等の
授受を確認しなければなりません。

可能な限り各団体金融機関等に刑事訴訟法
192条に基づいて照会を出します。その回答
結果を精査して分析します。その後の捜査状
況はご勘弁をいただいて。

もう一つ尾行といえば、ある団体に容疑が
浮上し、その団体の集まりをあるところから
見ている訳です。この集会をやるという情報
入手も難しいんです。

ここでは夕方から15人くらいが集まり、そ
の帰りを、ひとりひとりを尾行するわけです。
一人に対して3人以上で行いました。

要は拠点や自宅の確認です。車やバイク・
徒歩で行うわけですが、私は、ある人物を、
私を含め3人で尾行しました。

この人は徒歩でした。3人でいわゆるトラ
イアング方式で尾行し、宇都宮駅から電車で
東京まで行きました。これも気づかれないよ
う相手の行動に目を離さないよう緊張しなが
ら、眼鏡をかけたり帽子をかぶったり外した
り途中着替えながらの尾行です。ちょっとで
も気づかれたらそれで終わりとなります。

何とか、その人物がマンションに入るのを
確認し、明かりが付くのを見たときは、何ら
かの成果があり「やった」とかすかな喜びで
した。

これも途中経過でこれからが本格捜査とな
ります。

警察官というのは、にわか専門官になるこ
とがあります。例えばかつて塩原の関谷の林
道で若い女性の死体遺棄があり、捜査本部事
件が設置されました。まずは身元の確認捜査
から始まるわけですが、その時私は、着衣の
捜査班に入りました。シャルレのパンツを履
いていたのです。これは一般の販売じゃなく

て訪問販売ですので、そこから身元がわかる
かもしれないとのことでの捜査です。ある班
は歯形からの捜査です。そうすると10日ぐら
いすると、いろいろ勉強しますから、下着の
専門官になってしまいますね。歯医者の捜査
班は、はじめに栃木県からそして関東全体に
捜査を広げていきます。毎日歯医者さんの所
へ行って歯形の確認ですね。にわか歯科医に
なりますよ。

この事件は身元が判明した後10日ぐらいで
犯人の検挙に至りました。

容疑者を逮捕し、警察の留置場に入れるわ
けです。

去年の11月、沢尻エリカやその後、槇原敬
之が麻薬取締法や覚醒剤取締法違反の容疑で
警視庁に逮捕され、湾岸警察署に留置されま
した。湾岸警察署は留置人を、190人以上収
容出来ます。警視庁で一番新しい警察なので
最近芸能人等著名人が多く入っています。あ
のプロ野球選手の清原は皇居の隣の警視庁本
部に入っていました。

ほとんどの警察署には留置場が設置してあ
ります。

まずその容疑者を留置場に入れる場合、身
体検査を行います。身長・体重・体温や血圧
も計ります。

服を脱いで気の有無、どこに傷があるか、
入れ墨は、痣は、何か物を隠していないか、
凶器や覚醒剤等がないか入念に調べます。

当然所持品検査もお金とその他に分けて不
審物件はないか全部点検し、全て書類に書き
ますので、所持品が多い場合は何百点以上と
なりその確認検査に3人以上で行うわけです
が1時間以上かかることがあります。

私が、那須塩原警察署の留置管理課長をし
ていたときは2日か3日に1人ぐらいは留置場
に入ってきました。

当時は、年間150人以上取り扱うことにな
りますが、中には留置場で暴れる者もいるわ
けです。そういう者は戒具で縛り、特別室に
おとなしくなるまで入れときます。
留置人が、体のどこかが痛いと申し出れば、
医者に行って見てもらわなくてはなりません。
歯が痛いと言えば抜歯する治療は行います。

留置場は冷暖房付きで3食昼寝付、風呂も
週に2回入れますし、2週間に1回は医者が来
て診察してもらいます。

逮捕するまでは薬を飲んだことがない留置
人がここぞとばかり、いろんな薬を医者に要
求することがあります。

また食事は定期的な食事の他に自弁といい
まして、地獄の沙汰も金次第ではありません
が、お金がある留置人は、普通の食事の他に
牛丼やカツ丼・焼きそば・スパゲティー等こ
れは署によって注文品は違いますが、メ
ニューに従って依頼すると週に2回位、食べ
ることが出来ますし、菓子パン等も買うこと 5



が出来ます。新聞も毎日読むことが出来ます。
知人からの差し入れがあれば週刊誌も読めま
すし、本も貸し出ししています。ラジオも聴
くことができます。ただ留置人に関係ある記
事は切り取り、ラジオは録音再生して、支障
の無いのを聴かせます。

ある被疑者は留置場入るとき、痛風でかな
り苦しんでいたのですが規則正しい生活と食
事制限・薬により、すっかり良くなり、留置
場を出て行った留置人もいました。後日、感
謝の手紙をもらったことがあります。

次に、要人警護や皇室関係の仕事をしてい
たときの話に移ります。

特に印象に残るのが、故渡辺美智雄副総理
兼外務大臣の時、週末に東京で仕事がないと
きは、ほとんど毎週西那須野の自宅に帰って
きていました。

そのたび那須塩原駅や自宅前での警護をし
ました。お盆の時など支持者の家へ挨拶廻り
するのですが、さすがに各地区々にいろんな
支持者を持っているなと感心しました。

9年前となりますか、東日本大震災があり
ました。

私が那須塩原警察署に宇都宮南警察署から
3月10日に赴任した翌日です。

警察本部で皇太子が御料牧場に来ると言う
ことで会議をしていたときです。

午後2時46分ですか、非常事態となり、那
須塩原警察署まで戻るのに車で２時間以上か
かりました。

当然、署では担当課長として、三日間は徹
夜の勤務が続きました。

6月になり少し落ち着いた頃、毎年夏に那
須御用邸へのご静養に天皇皇后両陛下がお出
でになりますが、今年はどうなのかと考えて
いたところ、
「 ここで両陛下が那須に来ないとなると福
島原発の放射能の影響がまだまだ那須地方は
あるかと世間に思われがちになると観光地と
して大打撃となる、風評被害の返上と那須地
区の災者の見舞いもある。」

と言うことで通常通り夏になり御用邸に来
られました。

私は、警備課長として、警察本部員ととも
に警衛計画(会社の経営ではなく皇室のお成
りになるときの警備の基本計画)を策定しな
ければなりません。

大震災で通常の警衛とはかなり変更があり
ました。この時は、那須塩原駅から黒塗りの
車ではなく、マイクロバスをつかうなど。や
はり被災者の方に気を遣っているのだなと思
いました。

皇室も区別がありまして、通常、天皇陛下
が那須に来るときは新幹線を利用するわけで
すが、天皇陛下と関係者のみしか乗車してい
ない特別臨時列車です。
皇太子の場合は、一・二両のみの貸し切り 6

で、他は一般の客が同乗しています。
那須塩原駅から那須御用邸まで、自動車の

車列で白バイ等も含め数十台で行くわけです
が、この時、私は先導車に乗り、お列の数分
位前を目安に先導します。車の中は無線機が
5・6台あり最終的な沿道の奉迎者の人数等を
警察本部に報告し、その他いろいろな役目が
あります。

私の後ろを走る車にはビデオ撮影している
車両もあり、上空ではヘリコプターがヘリテ
レと言ってやはり上空から撮影しています。
これらは全て警察本部の警衛対策室の大型ス
クリーンに映しだされ異常が無いか見ていま
す。当然警察庁(東京)にも画面は映し出され、
お偉方が不測の事態はないか緊張しながら見
ています。

こうした、警衛には、栃木県警察本部や各
警察署から、何百人もの警察官が応援に来て
沿道等の警衛にあたるわけです。

当時、天皇陛下は、震災の年であったので、
地震で避難している人の所へ出向き、数多く
御見舞いされました。

天皇陛下が滞在中、皇太子や秋篠宮両妃殿
下も来られます。

皇太子、今の天皇陛下は御学友の人が那須
の別荘にいまして、結構、夜にお会いに出か
けます。これの警備が大変で、気が利く侍従
は早い段階で夕方に明日の予定を連絡してく
れるのですが、そうでない方は連絡が遅いと
徹夜して翌日の警衛警備計画を立てなければ
なりませんでした。別荘に行く場合も、森林
の中で、目立たないように何十人もの警察官
が蚊に食われながら警戒しています。

当時、皇太子は、那須岳・ハイランドパー
ク・りんどう湖・動物王国・テディーベア
ミュージアム等その他いろんな所に行かれま
したが、りんどう湖で花火を見に行ったとき
は、皇太子ご一家は船上の中、秋篠宮家族は
陸地の方で見ていました。

やはり格差というか違うと思いました。こ
れには警備関係もあります、有事の際一緒に
いればやはりたいへんなことになりますから。

ちょっとここで違う話し、皆さん政府専用
機をご存じだと思います。皇室や総理大臣等
が外遊するときに使用しますよね。去年の4
月に新しくなりました。

現在政府専用機は2機あって通常は羽田で
はなく北海道の千歳空港に格納してあります。

パイロットや機内サービスする客室乗務員
は全て航空自衛官です。

要人が専用機を使用するときは、通常任務
機と副任務機がともに飛行し通常約30分の間
隔をとり任務機が故障した場合には直ちに副
任務機が使用出来る体制を取っています。

運行する際には、2機の政府専用機が飛び、
整備担当の自衛官も同行し万全の体制を敷い
ています。
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いろいろ話が飛んでしまって恐縮ですが、
だいたい以上が、経験談等にもとづいたこと
であります。時間の関係で次の話にします。

現在、私は、大田原の交通安全協会にいま
すので、交通関係について話して終わりにし
ます。

那須塩原警察署管内の交通事故の状況につ
いてですが、今年1月1日から8月16日までは
交通死亡事故者はお1人で昨年よりマイナス6
人となっています。

人身事故(怪我のある事故)は119件、相手
方同乗者がいますので怪我した方は140人で
す。

物件事故(怪我までは至らない事故、物の
壊れ)は2,146件です。

16日までの人身事故、物件事故を合わせま
すと、2,264件、これを単純に日替わり計算
しますと、那須塩原警察署管内は毎日約10件
の事故が発生しているということです。

事故のない日はありません。いつ皆さんが
被害者若しくは加害者になるかもしれません
ので気を付けてください。
配布した資料を見て頂けますか。
コリジョンコース現象(等速直線運動)をご

存じの方いますか。
田園地帯の見通しの良い道路は、交差点に

入ろうとする2台の車がお互い角度が45度を
保ち同じ速度で接近すると、相手の車が静止
していえるように見え車を認識出来ないこと
があります。毎年日本全国で約400人の死亡
事故が発生しています。かつてこれを、北海
道の十勝型交通事故と呼んでいました。

田園地帯の走行も気を付けてください。皆
さんスマホを持っている方はコリジョンコー
ス現象で検索すると詳しく出てきます。

続いてナンバープレートのへのローマ字導
入についてですが自動車のナンバープレート
については、平成10年から希望ナンバー制が
導入されています。特定の人気のある登録番
号を使い切りつつあることから、従来の3桁
の分類番号の下２桁にローマ字を用いること
が出来るように一昨年からローマ字が付され
たナンバープレートの交付を行っています。

都会である東京・埼玉・神奈川等は多いで
す。

一番多いのが2525のニコニコ・パチンコの
好きな人は333・777だとかが多いようです。
また自分の誕生日等です。

希望ナンバーとわかるのは、ここに3とあ
ると一般的にそれは希望ナンバーってわかり
ます。

たとえば普通乗用車は330・530・軽自動車
であれば583です。

ここで注意していただきたいのが防犯面で
す。窃盗事件でカード等盗まれた場合、その
犯人は、その家に駐車してある車のナンバー
を見て、あっ！これは希望ナンバーだなと確
認し、盗んだカードをATMで引き出す場合、
その自動車のナンバーを入れると暗唱番号が
一致し、下ろされることがあります。

普通、暗唱番号っていくつもつくっていな
いですよね。注意してください。交通事故や
違反の大きな原因は、時間的余裕がないとき、
心の余裕がないときが多いようです。時間
的・心の余裕を持って運転を心掛けましょう。

もう一つ、だろう運転ではなく、かもしれ
ない運転をお願いします。

特に交差点の事故が多く発生しています。
特にブロック塀や垣根等で左右がよく見えな
いところでは、自分の希望的観測で「行っ
ちゃっても大丈夫だろう」と進行してしまう
と、歩行者・自転車等が飛び出してくるかも
しれません。

この、かもしれない運転をしていますと、
漫然と運転している時より、身体に危機回避
能力が高くなっており、事故に遭わない確率
が当然上がります。

だろう運転ではなく、かもしれない運転を
心掛けましょう。
こういう話を皆さんは、知っていますか。

おまじないですけども。
宝くじ、車の前と後ろに貼って置くと事故

に遭わない、当たらない。
300円じゃ駄目ですよ。5千万、1億ですよ。
結局事故に遭った方、宝くじも当たったの

ですが、保険を入って無かったので当選金



幹事報告にもある通り、次回例会はプログラム上夜間例会となっておりました
が、通常の例会に変更となりました。お間違いの無いようご注意ください。

次回例会 令和2年8月26日 担当 会長（クラブ協議会）

8月19日欠席(敬称略)
荒井昌一・吉光寺政雄・月江寛智・前田貴宏

前回8月5日分メークアップ(敬称略)
時庭稔・石山桂子・鈴木隆子・戸野俊介・
北畠大輔

会報委員会：藤﨑善隆・稲垣政一・髙木茂・田中徹・相馬征志

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○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

下野新聞（8月10日）県北版

既報の通り熊本県の豪雨災害を受けて、当
クラブより支援物資をお送りいたしましたが、
この度下野新聞に掲載して頂きました。また、
この記事を受けて国際ロータリー／Rotary
JapanのFacebookページにもご紹介頂きまし
たのでご報告いたします。

8

全額、賠償金として相手方に支払って終わっ
たしまった。という笑い話がありました。
皆様、駄洒落ではありませんが、車にエン
ジンキーをかけましたら、エンジンキーを抜
くまで、最後まで(心の気)キー抜かないよう
御願いします。

本日の進行 SAA泉道夫君

出席報告 田中徹出席委員長

熊本県・豪雨災害支援事業について
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