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2019年３月 第３週 

  

  ２０１９年３月１４日（木） No.２７５４ 

 第２８10回 例会 

 ○ ソング「春が来た」 

 〇 卓話「  近年のR I 」 

    国際ロータリー第2800地区 

     パストガバナー 藤川 享胤 様 

        〈鶴岡ロータリークラブ〉 

 

  ３月２２日（金） 

 ○ ソング「４つのテスト」 

 〇 卓話「 私とお能 」  

           山田 昭子 会員 

 〇 卓話「介護業界における今後の課題」 

           宮本 保志 会員 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか  ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか  ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか   

2018-2019年度 RI会長 バリー・ラシン 「 BE THE INSPIRATION 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

前週の報告  ２０１９年３月 ８日（金） 

出席報告    会員７９名（出席規定適用免除会員１１名） 

 ３月 ８日   出席５３名  ホームクラブ出席者６７．０９％ 

 ２月２２日   出席総数出席５５名（免除会員含み）確定出席率：７４．３２％ 

          （会員７９名 出席規定適用免除会員１１名（内出席６名） 

会長報告 

ガバナー     樫畑直尚  

 先週の会長報告で、人間万

歳にご出演いただいた和歌山

県警の崎口様のお話に関連し

て、次年度以降も、一人一人の

心がけ、「アイ・サーブ」の部分

で、子供の見守り活動や、交通

マナーの向上のための活動を

含む「安全安心まちづくり」の活

動を続けていきましょう、と申し

上げました。その交通マナーに関する興味深いネット記事

を見つけましたので、ご紹介したいと思います。 

 ３月６日にヤフーニュースに配信されたＪＡＦ（日本自動車

連盟）の調査結果に関する記事です。何の調査かと言いま

すと、「歩行者が渡ろうとしている信号機のない横断歩道

で、どのくらいの車がルール通り一時停止しているか」とい

う調査であります。ご存知のとおり、歩行者が横断歩道を渡

ろうとしている時は、車は一時停止する義務があります。そ

のルールがどの程度守られているか、ということです。 

 その調査結果ですが、一時停止率の全国平均は、８．

６％ということです。ちなみに、全国１位が長野県の５８．

６％。これはダントツの１位です。２位が静岡県の３９．１％、

３位が石川県の２６．９％と続きます。 

 最下位はどこかと言いますと、栃木県の０．９％。次に悪

いのは広島県の１％、そしてそれに続くのが同率の和歌山

県と三重県の１．４％となっています。和歌山県は全国

ワースト同率３位という成績でした。 

 この記事によりますと、「和歌山県では、2019年2月19

日、県警の主導で県や近畿運輸局、ＪＡＦ和歌山支部など

の関係団体を集め、歩行者優先の徹底に向けた対策会

議を開催しました。県警の担当者はＪＡＦの調査結果を受

け、「一時停止率が低い。何とかせなあかん。」と危機感を

あらわにした。」とあります。 

 皆さんはいかがでしょうか？信号機のない横断歩道に歩

行者を見つけた場合、どうしていますか？これはマナーで

はなくルールということを十分にご留意いただきたいと思い

ます。つまり、罰則があるということ、そして今後重点的な

取り締まりがあるかもしれない、ということであります。 

  取り締まりの話はともかくとして、歩行者優先という意識

で、交通ルールを守って、地域社会の安心安全に貢献し

てまいりましょう。 

幹事報告 

国際ロータリー第2640地区 インター

シティーミーティングが開催されま

す。I・M・テーマ〈心ひとつにーPower 

of one みんなでやろう!― do it our 

selves〉 

研修会テーマ信頼関係を築くコミュニ

ケーション 

日時： 2019年4月20日（土）午後1時～4時 

場所： ホテルグランヴィア和歌山6階 



 

 

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」 

委員会報告 

卓 話 

3月 お誕生祝 

            ニコニコ箱 

奥様誕生日・・・嶋谷君 

三木君・・・栗本米山奨学委員会委員長に奨学生のカウン 

      セラーをお引き受けいただいて。 

栗本君・・・ゴルフ例会で優勝できました。 

       ありがとうございました。 

井口（廣）君・・・ウォーキングを始めて25年目に入りまし 

          た。50年目をめざしてがんばります。 

山中君・・・卓話に長谷部様をお迎えして。 

大山君・・・阪和電子工業(株)長谷部社長 卓話ありがとうご 

       ざいます。 

野村君・・・本日、阪和電子工業の長谷部社長をおむかえし 

      て。卓話よろしくお願いします。 

水城君・・・長谷部社長 今日は、卓話いただきありがとうご 

      ざいます。 

嶋谷君・・・長谷部様 本日は卓話ありがとうございます。 

大野君・・・柴田さん、嶋谷さん おいしい食事をありがとうご 

       ざいました。 

岩井君・・・大野会員ゴルフ例会で当日の当月の3位のがし 

       て残念でしたね。 

江口君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

横田君・・・楠部さんに写真をいただいて。 

北芝君・・・楠部さんに写真頂いて。 

水城君・・・楠部さん写真ありがとうございます。 

講師： 平松 亜寿香 氏 

ホストクラブ：和歌山ロータリークラブ 

わかやま新報【とらふすクラッシック100回記念寄付コン

サート】日時：3月21日祝 開演14時～16時 会場：フォルテ

ワジマ4F大ホール 出演： 碇理佐/上野絵里子/瀧本裕

子/宮下直子（ピアノ）山名敏之（ピアノ、チェンバロ）、谷野

裕子（歌）、岡本万貴（フルート）、金谷幸三（ギター）司会：

福山ひでみ 

韓国新済州ＲＣへの訪問の出欠表を廻しますのでご記入

宜しくお願い致します。 

日程：5月17日（金）～5月19日（日）です。 

〆切：3月15日（金）となっております。 

国際交流委員会 水城 実委員長 

いよいよ来週３月１５日から台湾岡山と

の姉妹クラブ交流に旅立ちます。１日

目の例会では、いつもの例会の時のよ

うな服装で結構でございます。２日目

の原始森林の散策は非常に寒く、１

０℃位になるようです。防寒着のご用意と歩きやすい靴の

用意など宜しくお願いいたします。集合は関空に直接８時

半です。パスポートのお忘れなきようお願いいたします。 

「WARP活動のご紹介」 
 

阪和電子工業株式会社 

代表取締役 

  長谷部 巧 様 
 

 和歌山県では重点的に推進すべき産業技術戦略分野

（全８分野）のひとつに「航空・宇宙」分野を2015年10月策

定の和歌山県産業技術基本計画から盛り込んでいます。

県の活動としては和歌山大学にある宇宙教育研究所を

ベースに宇宙研究開発に関連する人材育成等を進め、ま

た串本町には民間のロケット発射場の建設計画があり、そ

の候補地として積極的に活動を進め、計画では2021年に

は初号機の打ち上げを目指しています。和歌山県の期待

としては、宇宙航空関係は裾野の広い産業であり、衛星等

の素材・部品産業の期待に加え、宇宙関連で生み出され

る技術を活かした機器・サービスの開発も期待していま

す。 

 日本でも日本版GPSと呼ばれる準天頂衛星「みちびき」

については現在4機体制で常に日本上空をカバーし2018

年11月から運用を開始しており、GPSの測位情報精度も数

センチ単位まで上がり、その応用として車の自動運転等の

実用化開発に拍車がかかっています。 

 今回紹介するWARP（Wakayama Aerospace Research 

Project：和歌山航空・宇宙開発プロジェクト）は、民間企業

9社と和歌山県関係者と連携しながら活動している団体

で、宇宙由来のデータ・情報と既存のデータ等を使用し

て、和歌山県ならではのテーマ、課題を設定して、ソリュー

ションの開発を進めようとしている団体です。和歌山県で

の課題として、「防災」、「農業」等

の中心に課題解決型の開発を

進めようとしている。１つの例とし

ては、太陽光発電を備え、準天

頂衛星「みちびき」の災危情報を

受信し、正確な位置情報を基に

安全な避難場所へ誘導する現

代版の「いなむらの火」が考えら

れます。WARPのロゴも作成し、

そのロゴを付けた製品が世に出

る事を楽しみにしながら、活動し

ております。 （WARPのロゴ） 

奥 様 誕 生 祝

の 嶋 谷 浩 男

会員です。 


