
                                                                                

 

本日の例会（第１７２０回）     ２／１５（水） 

《戦争と紛争予防・紛争解決月間卓話》 

◆スピーカー 西脇 良一会長 

次回の例会（第１７２１回）      ２／２２（水） 

《優良消防署員表彰》 

◆卓話紹介会員 職業奉仕委員会 委員長  入江 由希子さん 

◆スピーカー 名古屋市北消防署 署長 坂野 優様 

第１７１８回例会記録       ２／１（水）晴 

◆司 会 伊藤 晋一君 

◆斉 唱 君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 愛知県北警察署 署 長    掃部 雅敬様 

                  警部補   吉倉 史朗様 

                  警部補    暮石 徹也様 

               巡査長    野倉 しおり様 

       米 山 奨 学 生 タパ カビタさん 

出 席 報 告 

会 員 数  3６名  前々回訂正  171６回例会 

欠席会員数  ７名  欠 席 会 員  ６名中 

出席会員数  ２９名  MAKE UP  ３名 

出 席 率  80.56％  出席率訂正  90.63％ 

会  長  挨  拶 

                会長 西脇 良一 

１月６日に北文化小

劇場において、名古屋

北警察署より警察業

務に対して大変に協

力しているというこ

とで感謝状を頂きま

して、非常に嬉しく思

っています。又本日は、社会奉仕委員会の行事の一環として、優良

警察官表彰をさせて頂きます。お忙しい中、北警察署より掃部署長

はじめ３名の優良警察官の皆様の御出席をいただきまして有り難

う御座います。また掃部署長には、後ほど卓和をして頂きますので 

 

宜しくお願いいたします。また１月２８日に徳川美術館の耐震補強 

工事に寄付協力をした関係で、完成記念式典と徳川美術館所蔵の笛

と小鼓による「よみがえる能の響き」を開催して頂き大変に感動い

たしました。  

幹 事 報 告 

1.本日は社会奉仕委員会行事の一環としまして、愛知県北警察署

の優良警察官の方々に、後程 西脇会長より感謝状及び記念品を贈

呈致します。又、署長 掃部 雅敬様に卓話をして頂くことになっ

ておりますので、よろしくお願い致します。 

2.ロータリー財団より確定申告用寄附金領収証が届きましたの

で、上期に個人寄附をいただきました方に同封致しました。3.ロー

タリー財団への寄付を２月支払いでお申し込みいただきました方

に送金のご案内を同封致しましたのでよろしくお願いします。尚、

レートの関係上、送金は２月１７日（金）までにお願い致します。 

4.次回例会（2/10 金）は東名古屋分区Ｉ.Ｍ.への参加となって

おります。名古屋東急ホテルにて午後３時より受付、午後４時より

開催されます。尚、２月８日（水）の例会が変更になっております

ので、お間違えのないようにお願い致します。 

5.来る３月２２日（水）は、昼間例会を変更して当クラブホスト

により６ＲＣ合同夜間例会及び懇親会が開催されます。出欠票を同

封致しましたので、２月１７日（金）までにご提出ください。 

日時 平成２９年３月２２日（水） 

受付 １７:３０ 例会 １８:００～１８:３０ 

懇親会 １８:３０～２０:００ 

場所 名古屋東急ホテル ３Ｆバロック 

6.東京ＲＣ会員の熊平雅人君より「抜萃のつづりその七十六」を

頂きましたので、お持ち帰り下さい。 

ご案内 

・新入会員歓迎会のご案内 

・名古屋宮の杜ロータリークラブについて 

（幹事 加藤 あつこ） 

 

2016-17年度 R.I.テーマ 

 

クラブテーマ 

奉仕と親睦 
～相互理解・平和・笑顔～ 

 

ロータリークラブ 

W e e k l y  R e p o r t

２０１６～２０１７年度 Ｎｏ．２８ 

例会日：毎週水曜日 １２：３０～１３：３０ 創立：昭和５６年３月４日 

例会場：ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 中区錦三丁目 15-30 （052）953-5111 

事務局：名古屋市中区錦三丁目 15-30 ΛＰΛ HOTEL名古屋錦 560号室 

   （052）961-2399（直通） （052）953-5111 FAX（052）961-2391 

   E-mail : meihokrc@beach.ocn.ne.jp 

会 長：西脇 良一 幹 事：加藤 あつこ 会報委員長：玉置 正樹 題 字：遠藤 友彦 
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卓話 

   愛知県北警察署 署長 掃部 雅敬様 

 

 

 

 

 

 

 

ただ今、ご紹介をいただきました北警察署長の掃部雅敬でございま

す。皆様方には、平素より警察業務各般にわたり深いご理解と格別

なご支援・ご協力を賜っております。この場をお借りして厚く御礼

申し上げます。また、本日は当署員３名に対し、過分なる表彰状を

いただき誠にありがとうございました。彼らはこれを励みになお一

層奮闘努力する所存であります。他の署員も彼らを見習って、この

名誉のある表彰をしていただけるよう努力してくれるものと思い

ます。 

 さて、本日の卓話のテーマは「交通事故防止対策について」とさ

せていただきました。まず最初に身近な信号機についてお話ししま

す。明治３３年に東京にたった１台だった自動車は、明治４０年に

は２０台、明治４２年には６４台、明治最後の４５年には２９８台、

大正５年には全国に約１,３００台と、うなぎ上りに増え始めたので

警察官の交通整理が必要となってきました。警視庁では、大正７年

から交通専門の警察官１００人を養成して銀座、新橋、浅草、上野

など繁華街の交通整理に当たらせました。これが我が国の交通警察

官の始まりです。 

 大正８年からは、日本で初めての交通整理機が上野広小路に登場

しました。愛知県でも大正１２年には柳橋交差点に登場しています。

この整理機は昔のバス停の表示柱に似た形でした。上部の丸い板に

表は「進め」、裏は「止まれ」と書き、これを交差点の中央に立て

交通巡査が表を見せたり裏を見せたり操作するのです。 

 その後大正１３年に「注意」の表示が加えられ、操作するたびバ

タンと音がしたことから「バタン式」と呼ばれました。その後「あ

んどん式」「電気式」と改良され、現代では高性能のコンピュータ

ー制御の信号になりました。 

 現在、愛知県の信号機設置数は１３,３００基で、全国で２位です。

それだけ信号機で整理しなければならない交差点が多いというこ

とです。それを裏付けるものとして、車の保有台数が約５５０万台

で全国１位です。 

 戦後に整備された名古屋の道路は、車線が多く交差点の規模が大

きく、そのため横断歩道が長いわけで、渡らせる時間を長くとる必

要があります。信号サイクルが長くならざるを得ないというのが愛 

知県の特徴です。また最近では車と歩行者を完全に分けて通行させ

る「歩車分離式信号機」を増やしています。待ち時間は長くなりま 



 

すが、事故は確実に減少しており効果を上げています。 

 しかし、ドライバーの中には「信号待ちの時間が長い」という感

覚があり、信号の変わり際に、無理な進入をして右折車と衝突し、

速度が出ていることと側面衝突になるため大きな事故になってし

まいます。ここに歩行者や自転車が巻き込まれることもよくありま

す。 

 信号を無理に早く通過して、目的地に着く時間はどれくらい違う

のか実験した結果を紹介します。平日の昼間、名古屋市内の環状線

を一周する３４キロで実験しました。タクシーのベテランドライバ

ー２人に協力してもらい、１人には制限速度いっぱいの時速６０キ

ロ、もう一人にはあえて時速５０キロ以下で安全運転してもらいま

した。ルート上に信号交差点は１２５か所、結果は赤信号で止まっ

た回数は急ぎ運転が３２回、安全運転が３６回、所要時間は急ぎ運

転が１時間１３分、安全運転が１時間２３分とわずかな差しかあり

ませんでした。急ぎ運転をした運転手は「スピードを出すと前の車

の車線変更に気を付けなければならないので疲れる」とのことでし

た。 

 信号の制御は警察本部の交通管制課で管理されており、環状線の

ような幹線道路は制限速度で走ればスムーズに走れるように制御

されているのです。信号の多い市街地ではスピードを出しても信号

待ちの時間が長くなります。車間距離を詰めることになり危険なだ

けです。 

 当署管内で昨年発生した人身事故の２０パーセントは、信号交差

点で発生しています。信号は無条件に安全を保障するものではあり

ません。強引に進入する車がないか確認してから発進してください。 

 愛知県警では、昨年最重要課題として「交通死亡事故の抑止」を

掲げ、交通事故死亡者数を１８５人以下にすることを目標に、様々

な交通安全対策を取ってまいりましたが、残念ながら死亡者数を２

１２人全国ワースト１位、平成１５年から１４年連続でワースト１

位が続いています。愛知県の車両登録台数が全国第１位、運転免許

人口は４位、道路面積が２位、と交通事故の発生する要因が高い水

準ではありますが、１４年連続は異常です。これが関係しているの

でしょうか一昨年警察庁が実施した調査では、愛知県の体感治安は

全国ワースト３位でした。交通事故により多くの命が奪われ、多く

の遺族が今なお家族を失った悲しみの中にいらっしゃる、障害が残

り、後遺症に苦しんでいる方もいる。平穏な日常生活が交通事故に

よって一瞬にして奪われるのであります。  

 警察が主導的に対策を講じていくのは当然でありますが、交通死

亡事故を１件でも減らし、全国ワースト１位を返上したいという機

運は広がりを見せており、警察以外が主体となった交通安全活動が 

積極的に行われるようになってきました。例を申し上げますとトヨ

タ自動車グループでは「ワースト１位返上・STOP高齢者事故」と

銘打った活動、マスメディアが連携して実施している「AICHI脱ワ

ースト」キャンペーン、愛知県による自転車安全利用等に係るテレ 

 

ビ放映など、交通事故抑止に対する機運は今までにない高まりを見

せております。 

 そこで皆様に CSR活動についてお願いしたいと思います。 

 防犯 CSR活動については、防犯カメラ設置や防犯パトロールな

どを実施していただいておりますが、交通安全についてもお願いし

たいのであります。昨年当署では、三井住友海上火災保険株式会社

が当署から提供した交通事故の発生実態を集約して交通事故多発

交差点マップを作成、また岡崎信用金庫には女性職員に一日女性警

察官を委嘱し、来店した高齢者に反射材の配布やパトカーに同乗し

てマイク広報を実施していただきました。企業の集合体である北区

交通安全協会、北区安全運転管理協議会からは「思いやり運転」を

奨励するマグネットシートを１,５００枚作っていただきました。こ

のマグネットシートは主に管内の事業所の社用車に貼り付け広報

啓発に協力してもらっています。本日お見えの皆さま方におかれま

してもご自身の会社で、交通安全 CSR運動が積極的に行われるこ

とによって、御社はもとより、その効果は近隣の地域にも及び交通

事故の減少につながっていくものと思います。 

 交通事故を未然に防止するためには、地域住民の皆さんのご意見

を踏まえて対策を講じることが効果的であり、地域と警察の親和性

を高める上でも CSR活動は極めて有効であると思います。こんな

活動をしてみたい、またはどんな活動をすればよいかなど当署にご

相談いただければ幸いであります。悲しい交通事故を減少させるた

めには道路を利用するすべての人が安全意識を高め、自ら実践する

ことが必要です。  

 名古屋名北ロータリークラブの皆さんには、是非交通安全に関し

てご協力をお願いして私の卓話とさせていただきます。ありがとう

ございました。 

 

二 コ ボ ッ ク ス 

女性会員一同 バレンタインのチョコレートのプレゼント。愛を込め

て！！よろしくお願い申し上げます。 

梅村 美知容さん 恵方巻もってきました。今年は北北西です。11 日

調和の会あります。いつもありがとうございます。 

柴山 利彌君 明日2月2日より丸栄にて個展です。見に来て下さい。 

阿部 美男君 誕生日祝っていただいてありがとう。 

【愛知県北警察署署長 掃部雅敬様 卓話宜しくお願いします。】 

西脇 良一君 岩田  滿治君 梶川  久雄君 入江由希子さん 

星川 直志君 尾関  正一君 玉置 正樹君 尾關實津成君 

橫井  登君 杉浦 定文君 遠藤 友彦君 西脇  多吉君 

平子 明資君 

斉藤 裕也君 

渡邉  泰彬君 

梅村  篤君 

梅田  渉君 

伊藤 晋一君 

小關 敏光君 

木村  雅一君 

宇都木 寧君 

祖父江 佳乃さん 

石黒  勉君 

 

 

 



                                                 

第１７１９回例会記録     ２／１０（金）晴 

◆来 訪 者 受 付  名古屋千種 RC 谷口 優君 他 13 名 

出 席 報 告 

会 員 数  ３６名  前々回訂正  1717 回例会 

欠席会員数  15 名  欠 席 会 員  3 名中 

出席会員数  21 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  58.33％  出席率訂正  96.55％ 

 

201６～201７年度  

国際ロータリー第 2760地区 

東名古屋分区 I.M. 

ホスト：名古屋北 RC  会場：名古屋東急ホテル 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

柴田ガバナー補佐ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IM実行委員長ご挨拶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

服部ガバナーご挨拶 

 

 

講演「新時代の幕開け－第４次産業革命－」 

   早稲田大学名誉教授  

   早稲田大学マニフェスト研究所顧問 北川 正恭 先生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKAE     

  GIRLS 


