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第23回(通算1311回)12月13日(木)｢我らの生業」

第24回(通算1312回)12月20日(木)｢それでこそﾛｰﾀﾘｰ」

2012～2013

クラブ年度テーマ
『ありがとうと言われるクラブ作り ありがとうと言える仲間作り』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１２例会記録(プログラム)
【第２３回 １２月１３日(木)】
卓卓 話話

◆｢高津区の交通事犯の状況と

警察から見た東北大震災」

高津警察署交通課課長 大高弘行様

前の卓話から早くも10か月が経ちました。
１ 高津区の交通事故状況

ここ何日かで県下では死亡事故が発生しており､被害
者は歩行者です｡携帯を見ている少しの間に死亡事故が
発生しています｡高津管内でも一昨日､府中街道で朝5時
台に自動車が自転車を引っかけて現在意識不明の状態
です｡ほんの少しの脇見で重大事故が発生します。

高津区内では昨日現在で人身事故702件､昨年に比べ-
18件です。

我々は4つの対策ということで｢二輪車対策｣｢高齢者
対策｣｢自転車対策｣そして｢飲酒事故防止｣に力を入れて
います｡それぞれ事故数は-7､-20 ､-35と､とてもいい状
況で県下でもかなり上位に入る数字です｡因みに自転車
でも酒酔い運転は捕まります｡酒気帯びと酒酔いとの違
いは正常な運転が出来るかどうかの点です。
２ 東北大震災について

現地ではだいぶ復旧は進みましたが､道路が先で裏の
方の建物はまだまだです。

高津区では信号が止まってしまいました｡警官の手信
号は停電で暗いので警官自身が危険です｡国道246号線
には自動発電で信号が動くようになっていましたが､そ
れでも最低限の信号で3時間程度しか持ちません。

公共機関では南武線の踏切が上がらなくなりました｡
何人も踏切をくぐって渡っていました｡電車は通ってい
なく危険がないので厳しいことは言えませんでした。

東京から近いので避難者が滞留することはありませ
んでした｡皆さん歩いて自宅方面に向かったようです｡
震災後の影響で一番大きいのは自転車が増えたことで
す｡ｽﾋﾟｰﾄ ﾞを出す､ﾍｯ ﾄﾞﾎﾝをしたまま走るなどﾏﾅｰが出来
ていないので危険が増えています。指導はしています
が、まだまだ危険な走行は減りません。

被災地の状況ですが､最初は広域緊急救助隊という機
動隊と交通機動隊という専門の集団が､次に本部の交通
部が行きました。現在も福島原発に何人かが残って作
業をしています。

お客様
＊12月13日(木)

大高弘行様(高津警察署交通課課長)卓話者
＊12月20日(木)
戸張勝美様 鈴木伸一様(川崎西RC会長･幹事)

坂田重男様 長井公也様(川崎高津南RC会長･副会長ｴﾚｸﾄ)

長戸はるみ様(川崎高津南RC) 鈴木富夫様(高津消防署
署長)酒寄恵司様(同 副署長)大熊智子様(同 庶務係長)

福嶋千恵子様 本藤伊都子様 細谷やよい様 飯尾智子様
石川佳代様 茅根啓子様 菊池昭子様 三富瑶子様

中田節子様 志村眞佐子様 杉崎里美様 鈴木慶子様

相馬順子様 佐藤夕子様 吉田智美様 吉田浩康様
三富百桃様 大橋龍平様 大橋蓮央様 緒形美智子様

安藤恒博様 安藤伸江様 沼倉美重様 濱岡公子様

濱岡千恵利様 ﾎﾞﾔ ﾝﾄ様 ｻﾘﾝｸ ﾞﾚﾙ様

報告
＊理事会報告
１．１月のｽｹｼ ﾞｭｰﾙ

1月 3日(木)休会

10日(木)賀詞交換会 第7回定例理事会
17日(木)会員卓話 月岡涼吾会員

24日(木)夜間例会 ｸﾗﾌﾞﾌｫｰ ﾗﾑ
31日(木)会員卓話 志村正夫会員

２．12月20日(木)年末家族会

進行内容及び予算案 〈承認〉
３．1月10日(木)賀詞交換会 お茶席､お琴演奏

(川崎高津南ＲＣ長戸はるみ先生に依頼) 〈承認〉

４．ﾊﾟｽﾄ会長会の件 〈継続審議〉
５．職場訪問の件

ﾜｲﾝ工場見学 親睦委員会に一任 〈承認〉

６．ﾌｫｰﾗ ﾑ 家庭集会 議題
会員増強･奉仕の在り方及びやり方について〈承認〉

７．川崎西RCより2万円/会員の協賛金の要請〈否〉

祝慶事

*会員誕生日 森 正一会員 12月28日
*ご夫人誕生日

大橋洋子様 11月 5日 茅根啓子様 11月27日

杉崎里美様 12月17日 相馬順子様 12月19日
田中律子様 12月25日

*ご結婚記念日
田中 薫･律子様 11月3日

三富末雄･瑶子様 11月8日

中田俊彦･節子様 11月20日
青木功雄･亜希子様 11月24日

相馬 元･順子様 11月28日

*入会記念日 福住亮雄会員 H4年12月3日



出席報告

例会日 会員数
　出席

義務者
出席数 欠席数

本日

出席率

前々

回欠

席数

MU
前々回

修正

12月13日 28 26 16 10 62% 12 4 69%

12月20日 28 26 24 2 92% 5 4 96%

寄付報告
月日 件 合計 累計 目標額 達成率

12/13 10 10,000 184,000 300,000 61%

12/20 18 24,000 208,000 300,000 69%

12/13 10 10,000 193,000 500,000 39%

12/20 16 23,000 216,000 500,000 43%

12/13 10 11,000 269,000 800,000 34%

12/20 22 37,000 306,000 800,000 38%

12/13 10 11,000 232,000 600,000 39%

12/20 19 30,000 262,000 600,000 44%

R財団

米山記念

奨学会

ﾆｺﾆｺ

BOX

ﾌﾚﾝﾄﾞ

ﾘｰBOX

クラブ会報委員会
三富末雄委員長 福嶋 徹副委員長 石川演慶委員
本藤光隆委員 編集担当 ： 本藤光隆 三富末雄

【第２４回 １２月２０日(木)】
年末家族会(夜間例会)
｢｢坂戸小学校合唱団坂戸小学校合唱団 ミニコンサートミニコンサート｣｣

今年度の年末家族会は､８月に行われたNHK全国学校
音楽ｺﾝｸｰ ﾙ神奈川県代表として関東甲信越ﾌﾞﾛ ｯｸでも3年

連続銅賞を受賞している坂戸小学校合唱団の皆さんの

天使の歌声をきいて心暖まるひとときを過ごしました｡

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

◆12月13日(木)(順不同､敬称略)
茅根正之 高津警察署交通課大高弘行課長様､ようこそ
おいで下さいました｡卓話よろしくお願いします｡
三家 護 本日は大高交通課長様卓話よろしくお願い
申し上げます｡
森 正一 高津警察署交通課課長大高弘行様､本日卓話
よろしくお願いします。
◆12月20日(木)
戸張勝美様鈴木伸一様(川崎西RC会長･幹事)
本日は年末家族会にお招き頂き有難うございます｡よろ
しくお願い致します｡
長戸はるみ様(川崎高津南RC）お世話になります｡
茅根正之 お客様翌おいで下さいました｡ご家族の皆様
ご出席ありがとうございます｡楽しい企画が一杯ですの
で充分にお楽しみ下さい｡
三家 護 年末家族会の盛会を祝して
福嶋 徹 孫を連れて来ました。
中田俊彦 お世話になります｡
安原正洋 ご無沙汰しております｡

※年末家族会に際しご祝儀を頂戴いたしました｡
(順不同)
川崎西RC様 川崎高津南RC様 安藤様 茅根会長
細谷幹事 菊池会員 杉崎会員 相馬会員 鈴木会員
本藤会員 志村会員 安原会員 三富会員 石川会員
森 会員 森山会員

≪プログラム≫

1. オープニング(きよしこの夜)

2. 風の通り道(～となりのトトロ～より）
3. 希望のひかり(第79回NHK全国学校ｺﾝｸｰ ﾙ課題曲)

4. ～みんなでうたいましょう～｢上を向いて歩こう｣
5. 歌声はどこにいくの

6. 冬の歌メドレー ～冬景色･雪･ジングルベル～

7. 鳥かねもん勘三郎(広島地方わらべうた)
8. とんがりぼうし(～鐘の鳴る丘～より)

9. 僕のドラゴン

10. ふるさと




