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本日の出席率８２.９％：会員数４１名・出席３２名・欠席７名・出席規定免除会員（２）２名・ビジター １名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは。 最近交通事

故が多いように思われます。 長崎

県の道路交通法施工細則の一部

が４月１日から改正され施行されま

す。 交通事故につながる恐れの

ある危険な行為として、 自動車の

運転中に携帯電話を使用するこ

と。 自動車、 バイク、 自転車など

を運転中にイヤホン、 ヘッドホン等を使用して、 周囲の音が聞こ

えない状態で音楽を聴くことなどをいままでも禁止していました

が、 禁止項目が明確になりました。

主な改正内容は次の３点です。

１． 携帯電話を使用しながら自転車を運転する行為の禁止

　　○携帯電話を手で持って、 通話しながら自転車を運転する

　　　 行為

　　○画像表示用装置を手で持って、 表示された画像を注視し

　　　 ながら自転車を運転する行為が禁止

２． 大音量でイヤホン等を使用して車両などを運転する行為の

　　 禁止

　   ○大音量でカーラジオ等を聞き、 イヤホン、 ヘッドホン等を 

　　　  使用して音楽を聴くなど、 安全な運転に必要な交通に関  

　　　  する音、 または声が聞こえないような状態で車両などを運

　　　　転をする行為の禁止

３． バイクや自転車で傘差し運転などをする行為が、 全ての道

　　 路において禁止

　　 ○傘を差し、 物を担ぎ、 物を持つなど視野を妨げ、 または

　　　  安定を失う方法でバイクや自転車を運転する行為につい

　　　　ては、 これまで 「交通頻繁な道路」 に限って禁止してい

　　　　ましたが、 全ての道路において禁止することとなりました。

以上の違反行為をすると、 公安委員会遵守事項違反として５万

円以下の罰金となります。

　佐世保でも救急車とぶつかりそうになる車両をたまに見かける

ことがあります。 また自転車の事故は自動車とも多いのですが、

自転車同士や歩行者とも最近事故が多くなっています。 自転車

による歩道での死亡事故の事例もあります。 お子さんとか、 従

業員が通勤 ・ 通学に自転車を利用している人もいるかもしれま

佐世保南ロータリークラブ　　　　　　　　 野田　大介様

せん。 たかが自転車の事故と思いがちですが、 高額な賠償金

を支払わなければならない場合も発生します。 自転車の賠償保

険も加入することをお勧めします。

１．例会変更
　   ハウステンボス佐世保ロータリークラブ

　４月　２日 （火） １２：３０～

　４月　９日 （火） １２：３０～

　ハウステンボス トロティネ　例会場使用不可日のため

　４月　３０日 （火） 休会　定款第６条第１節により　　　

２．来　　信
・ガバナー事務所
   ①２０１３～１４年度ロータリー財団地区補助金申請書提出

　　　期限延長のお知らせ

　②４月のロータリーレートのお知らせ　１ドル＝９４円　

　  ・ガバナーエレクト事務所
　①会長エレクト研修セミナーのお礼

　②事務所移転のお知らせ

　　 新住所 ：〒859-5121

　　　　　　　　平戸市岩の上町亀岡１４８１－１－２Ｆ　

３．伝達・通知
       ○来週週末、 ４月６日は本年度地区大会となっています。

　　　　現在１０名の方のご出席を頂いています。 スケジュール、

　　　　移動等詳細は後ほど FAX にてご連絡致します。 尚、 今

　　　　回の地区大会、 参加者が少ない様です。 理事 ・ 役員の

　　　　方でご参加できる方はご協力よろしくお願いします。 　　　 

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
皆さん、 こんにちは。 大久保副会長より、 本日は東京へ行っ
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本日の合計　　　　   21,000 円

本年度の累計　　　716,000 円

ＳＡＡ：田端茂君

次回例会／４月４日１２：３０～

次回献立／花見弁当

　■ 第８回クラブ協議会■
《会長エレクト研修セミナー報告》

西村浩輝 会長エレクト　
　ソレイユ吉井にて会長エレクト研修セミナーが開催されまし

た。 先日、 次年度第１回市内８ロータリークラブの会長 ・ 幹事

会があり、 顔見知りでもあるので気持ちを楽にセミナーを受ける

ことができました。

　２０１３－２０１４年度 ロンＤ・ バートンＲＩ会長のテーマ、 そして

て来ますので、 途中退席します。 目的は色々ありますので、

言えません。 四元会長より、 昨日、 サッカーのワールドカッ

プで、 日本対ヨルダンの試合がありました。 惜しくも負けてし

まいましたが、 日本人選手にレーザー光線があてられていま

した。 会長挨拶がおもしろくないからといって私の顔にレー

ザー光線をあてるのだけは勘弁して下さい。

大久保厚司副会長
本日、 歯学系社保連合会のため、 今から東京へ行きます。

最後までいられずにすみません。 （明後日も東京です。 疲

れます。）

西村浩輝会長エレクト
ＰＥＴＳ（会長エレクト研修セミナー） の報告をさせていただき

ますが、 初めてのことで時間案分がわかっておりませんので、

野村次年度幹事に応援をお願いしております。 それから、

野田大介様のご来訪、 ありがとうございます。

牟田憲市君
去る３月１６日に久しぶりに中央会で優勝させていただきまし

た。 又、 北ＲＣとの対抗戦では準優勝の宝くじを引き当てま

したので、 ニコニコいたします。

指山康二君
土曜日、 ３月２３日は指山建築ファクトリー創立１５周年記念ゴ

ルフに中央会の皆様、 多数参加していただき、 又、 表彰式

にも多数参加していただき、 皆様の友情に感謝申し上げま

す。 ありがとうございます。

井上亮君
お誕生日祝いの傘ありがとうございます。 又、 本日所用の為

早退いたします。

香月章彦君
先週の月曜日、 公立高校入試の合格発表でした。 無事桜が咲

きました。 ニコニコします。

会長から皆さんへのチャレンジは、「ロータリーを実践し、み
んなに豊かな人生を」です。 「皆さんは、 ロータリーの襟ピン

を身につけることを選択しました。 これからどうするかは皆さん

次第です。」 という報告がありました。

　塩澤恒雄ガバナーエレクトより、 地区方針として「ロータリー
を実践しよう　真のロータリアンとは」ということで、 「思い

やり」 周りの方への気配りをロータリークラブでも配慮できたらと

思います。 「明るさ」 何事に対しても明るく対処できたらと考え

ています。 「健康」 まず心の健康、次にロータリアンである以上、

企業の健全さ、 そして大事な肉体的健康の３点ですという話が

あり、 会員増強の目標、 純増２名以上、 又財団への寄付の年

次目標も依頼されています。

　安部直樹パストガバナーの講演が「ロータリーの求めゆくもの」

でした。 「ロータリーは癒しの場であり、 無評価の団体である」

ということが頭の隅に残りました。

ロータリークラブ会長に選任される為の資格は、

①正会員であること。

②会長エレクト研修セミナーと地区協議会に出席していること。

③クラブの理事あるいは主要な委員会の委員もしくはクラブ幹

事を務めたことがある者。

④１回以上、 地区大会に出席したことがある者。

⑤自己のクラブ定款 ・ 細則に関して役立つ知識を有する者。

会長の職務 （主なもの） は、

①クラブの諸会合の議長を務める。 （理事会 ・ 総会 ・ クラブ協

議会等）

②各例会にあたって入念に計画し、 開会及び閉会の時刻を厳

守するよう配慮する。 　　　

③任務に相応しい人をクラブ委員会、 委員長及び委員に任命

する。

　竹田健介地区幹事より、 これからの行事予定の報告もありま

した。

地区協議会
２０１３年５月１２日 （日） ホテルオークラ　ＪＲハウステンボスにて

会長、 幹事と五大奉仕委員長の出席をよろしくお願いします。

地区大会
２０１４年４月１２日 （土）、 １３日 （日） 平戸文化センターにて

国際大会
２０１４年６月　オーストラリア　シドニーにて

　今回の会長エレクト研修セミナーを通して少しずつでもロータ

リーについての知識を得ることができ、 大変ありがたく思いまし

た。 これからも諸行事を体験しロータリーライフを楽しみたいと

思います。 クラブの皆様のご協力を宜しくお願い申し上げます。
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