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点鐘・開会宣言・歌唱 第１８例会記録

【第３５回 ４月２日(木)】
会員卓話｢自動車の安全対策について｣

大橋 健治 幹事
①ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰについて
先日のＩＭにてﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰについてｾﾐﾅｰがあり､私

の職業は自動車屋なので大変興味がありました｡
ここ数年でﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰ自体が大変進歩し使い勝手が
よくなってきました｡YouTubeなどの検索ｻｲﾄでﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺ
ｰﾀﾞｰ事故と検索すると様々な事故の動画が出てきます｡

先日台湾での飛行機墜落の動画もﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰで録
画されたものです｡なぜここまで発展してきたかという
とﾀｸｼｰ､運送業界での普及によるものです｡ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞ
ｰﾒｰｶｰが長い時間をかけて都内のﾀｸｼｰ会社と運送会社の
協力を得てｻﾝﾌﾟﾙをとったら事故件数の減少違反運転の
減少があったそうです｡特にﾀｸｼｰ会社はﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰの
事故動画を見せてどのように運転したらよいか勉強さ
せた結果､事故件数の減少につながりました｡その他、
事故を起こした時ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰが事故状況を録画して
いるので｢見間違いの無い目撃者｣になり､事故問題の解

報 告

＊ 理事会報告
1.6月の予定
6月 7日(日) 移動例会 多摩川清掃

11日(木) 現次合同ｸﾗﾌﾞ協議会 現次合同理事会
18日(木) 次年度練習例会 理事･委員長退任挨拶
25日(木) 夜間例会 最終例会 会長幹事挨拶

2.3/26花見ご夫人ﾃﾞｰ決算報告 (承認)
3.4/23養護学校慰問の件
土産：防災教室のｸﾘｱﾌｧｲﾙ200冊 慰問後ﾚｽﾄﾗﾝで食事
4.5/16献血活動の件 ﾀｳﾝﾆｭｰｽに取材の依頼
5.創立30周年記念例会の件 ﾘﾊｰｻﾙは5月21日(木)

お客様

*4/9 鈴木敬一様(川崎西RC)

いるので｢見間違いの無い目撃者｣になり､事故問題の解
決に大変役立ちます。
私のお客様でGPSとGｾﾝｻｰ付きのﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰを配送

車に取り付けて配送車がどれぐらいｽﾋﾟｰﾄﾞを出して危
険運転をしていないかﾁｪｯｸし､危険運転していた社員に
は注意して燃費向上を成功された方もいます｡
ﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰには国産ﾒｰｶｰ製と外国産の格安品が有

ります｡購入の際は信頼のおけるお店での購入をお勧め
します｡動画を記録しているSDｶｰﾄﾞは国産の東芝とTDK
の技術者に話を聞いたらﾄﾞﾗｲﾌﾞﾚｺｰﾀﾞｰで使って一年も
てばよい方だそうです｡国産の信頼おけるﾒｰｶｰで１年に
一度は交換するのが勧めです。
②次にﾀｲﾔについてお話します
みなさんはｽﾀﾝﾄﾞなどでﾀｲﾔにひびが入ってﾊﾞｰｽﾄしそ

うなので危険だから交換した方がいいと勧められたこ
とがあるかと思います｡ﾀｲﾔの交換時期の目安はｽﾘｯﾌﾟｻｲ
ﾝと呼ばれるﾀｲﾔ溝1.6mm以下になるとｻｲﾝが出てきます｡
これが出たら早めの交換をお勧め致します。
③次に雨の日の運転についてお話ししようと思います
皆さんは雨の日の日中にﾍｯﾄﾞﾗｲﾄを点灯させている車両
を見かけたことがあると思います｡これは歩行者と他の
車両に対しての注意喚起の意味が有ります｡歩行者は傘
を差していると視界が悪くなり､この時ﾗｲﾄが点灯して
いれば歩行者に気が付いてもらえます｡
日中の小雨でも視界が悪いなと思ったらぜひﾍｯﾄﾞﾗｲﾄや
ﾌｫｸﾞﾗｲﾄを点灯して下さい｡
④自動車運転死傷行為処罰法が平成26年5月20日に施行
されました｡危険ﾄﾞﾗｯｸﾞの使用や､病気で運転を禁止さ
れているのにもかかわらず運転して事故を起こしたら
今までより処罰が重くなりました｡最近増えているのが
自転車のながら運転です｡ｽﾏﾎをいじりながらとかﾍｯﾄﾞ
ﾎﾝで大きな音で音楽を聴きながら運転していて事故を
起こす人が増えています｡自転車だからといって軽く考
えていると死亡事故や重度の障害を残してしまうｹｰｽが
多々有ります｡川崎でも何年か前に歩道で自転車同士の
事故で一人の方が亡くなっています｡今まで自転車は交
通弱者だったのですが､自転車に対しての処罰が重くな
っています。

5.創立30周年記念例会の件 ﾘﾊｰｻﾙは5月21日(木)
6.川崎高津RC綿ﾀｽｷの件(60枚) ｽｶｲﾌﾞﾙｰ(今まで同様）

＊2015-16年度 地区研修･協議会報告

3月29日(日)12：30～聖光学院中学校･高等学校にて
出席義務者と次年度ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞとして実行委員長･副委

員長合わせて14名が出席しました｡



ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第３６回 ４月９日(木)】
「2016-17年度地区協議会ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ打合せ」

地区協議会実行委員会 石川演慶 実行委員長

＊4/2 (順不同､会員敬称略）
福嶋 徹 親睦活動委員会さん､先週の屋形船ご苦労様でした｡

小野事務局､お嬢さんの国家試験合格おめでとうございます｡
大橋健治 本日の卓話､頑張ります。
三家 護 4/6～4/12新入学児童･園児を交通事故から守る運動
です｡
菊池幸治 大橋幹事､卓話楽しみにしています｡
福住亮雄 今日は私の一身上の事についてご報告申し上げます｡

高良ﾉﾐﾆｰがｶﾞﾊﾞﾅｰとして再来年に選出される予定。
高良ｶﾞﾊﾞﾅｰの下で活躍していただくﾘｰﾀﾞｰを研修する
ために来年度地区の研修協議会がありますが､ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ
として指名され､私が実行委員長として指名されてい
ます。

決まっていることもあるので現状について報告致し
ます｡以前は会員も多かったので2つのｸﾗﾌﾞで担当して
いたが､現在は会員数の減少もあり､ﾎｽﾄｸﾗﾌﾞ1､ｺ･ﾎｽﾄｸﾗ
ﾌﾞ2という体制で臨みたいと思います。
ｺ･ｸﾗﾌﾞになる予定の鷺沼RCと川崎高津南RCでは理事会
を開き了承いただいております。

実行委員会も立ち上げようとしています。
3月29日に聖光学園で実施された協議会の資料をいた
だいて､特に会計をよく確認した上で立ち上げたいと
思います。
実行委員会の組織としては実行副委員長は､杉崎会

員(会長ｴﾚｸﾄ)､小嶋喜芳会員(鷺沼RC会長ｴﾚｸﾄ)､坂田重
男会員(川崎高津南RC)､会計は鈴木会員､記録は相馬会
員にお願いしています。
登録料は今まで同様､来年度も1万円の予定です｡

総予算は800万円となる予定です。
懇親会の料理は豪華で予算もかかると思います。

安く美味しい料理を提供したいですが､何かいいｱｲﾃﾞｨ
ｱがあればお知恵を拝借したいと思います。

記録も大変重要な仕事です｡研修の報告書を提出す
ることとなりますが､相馬会員のみにお任せするので
はなく､各会員にてﾌｫﾛｰをお願い致します。
会場は洗足学園､時期は2016年4月3日を予定してい

ますが､現在は打診中であり検討段階です。

1年先の開催となり遅々として準備が進まず大変な
ご苦労をかけますが､会場が決定すると各実行委員会
も動き出すと思うので､その際はご協力をお願い致し
ます。

例会日 会員数
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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

4月2日 31 30 21 9 70% 6 6 100%

4月9日 31 30 24 6 80% 9 8 97%

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

4/2 19 20,000 368,000 438,960 84%

4/9 15 15,000 383,000 438,960 87%

4/2 18 18,000 501,000 640,000 78%

4/9 16 16,000 517,000 620,000 83%

4/2 19 32,000 735,000 1,200,000 61%

4/9 17 23,000 758,000 1,200,000 63%

4/2 19 20,000 539,000 600,000 90%

4/9 16 16,000 555,000 600,000 93%

R財団

米山記念

奨学会
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ﾌﾚﾝﾄﾞ
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出席報告

寄付報告

クラブ会報委員会
本藤光隆委員長 三富末雄副委員長 曽我直樹委員
喜多川亮平委員 編集担当 ： 本藤光隆 曽我直樹

※R財団目標額：会員数×120㌦×118円 米山目標額：会員数×2万円

実は3月31日をもって診療の第一線から引退致しました｡45年の
長きに渡りご支援頂いた方々に心からお礼申し上げます｡
*4/9
鈴木敬一様(川崎西RC）ﾒｰｸｱｯﾌﾟでお世話になります｡
福嶋 徹 気温差が激しいので体調を壊さないで下さい｡うちの
孫も小学一年生になりました｡
三家 護 4/6新入学おめでとうｷｬﾝﾍﾟｰﾝで高津小校門前で交通
安全運動を行って来ました｡
本藤光隆 ﾛｰﾀﾘｰのｺﾞﾙﾌ大会で3位になって賞金をいただきまし
た｡その後､麻雀でも勝ったのでｺﾞﾙﾌの賞金を提供します｡

ます。


