2019-20 年度地区方針「グローバルに考え

本 日

第２３６１回

地域社会とつながり

２０２０年１月１７日（金）

ロータリーを成長させよう」

No.２２４３

本日のプログラム Today's Program

卓話担当者：田中 祐子さん

点

１２：３０

卓

「 我らの生業 」

演

鐘

ロータリーソング

前 回

第２３６０回

加藤

者：

〃

題：「 自己紹介 」

２０２０年１月１０日（金）

〇出席者：会員 24 名中 21 名出席 出席率 87.50％
〇ゲスト：交通教育 NPO OSCN
じてんしゃスクール 代表 片山
昇様
〃
事務局長 片山 明子様
尾張旭市役所 市民活動課
課長補佐 二村 真帆様
〃
主査 熊崎
優様
2019 年度米山記念奨学生
オトゴンバートル・ドルジスレンさん

会長あいさつ

話

清久

新年あけましておめでと
うございます。
今年、我クラブは創立５０
周年を迎えます、そして、こ
の２月にはＩＭも控えてい
ます、大変忙しい年になると
思いますが皆さんと協力し
あって乗り越えてゆきたいと考えていますのでよ
ろしくお願いします。
さて、私は事業を始めてから、毎年経済予測をし
ていますので、今年も占ってみますと、海外では、
・米国の大統領選、どちらが勝っても、その正当性
が問われ政治の混乱が予想されます。
・今年も米中の経済対立が続き双方の貿易が不安定
に。
・地政学上、経済環境の不安定が続くヨ－ロッパ

記

録

・中東。南アメリカの政治情勢が不安定で軍事衝突
の危険がある。国内では、
・安倍政権が末期を迎え政情が不安定になる。
・アベノミックスに綻びが生じ低金利政策の継続で
きない。
・オリンピック特需が終了
さらには、景気循環で２００８年のリ－マンショ
ックから上昇気流にあった景気はピ－クを迎え
これから下降に向かう等。
今年の日本を取り巻く経済環境は厳しく、「上期
は現状維持出来ても下期以降は下降」に向かうと思
われます。
われわれロ－タリアン、経済と無関係ではいられ
ません。経済動向をしっかり見極めながら奉仕活動
に邁進したいと考えています。
今年もどうぞよろしくお願い致します。

幹事報告
･1/6(月)尾張旭市新年賀詞交歓会 於スカイワード
あさひ 加藤会長 出席
･1/8(水)2020 学年度米山奨学生第 2 次選考会
於ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所 山田地区委員長 出席
本日の会合：第 10 回理事役員会 於尾張旭市商工
会館内 第 1 会議室 13：40～
次回の会合：1 月 17 日(金) 第 1 回創立 50 周年記
念事業実行委員会 於尾張旭市商工
会館内 例会場 13：40～

職業奉仕月間
１月２４日（金）
例
会

職場例会
於：瀬戸窯業試験場

予 担当者:職業奉仕委員会
集合：12:00
点鐘：12:30
定

１月３１日（金）
休会

２月７日（金）

２月１４日（金）
卓話担当者：仲澤 昌容さん 卓話担当者：IM 実行委員会
卓話者：箕輪 良孝 IM 実行
卓話者：
〃
委員長
演題：｢ロータリーで学んだ
演題：
「クラブフォーラム」
こと｣

おめでとう
〇結婚記念日祝福
1 月 15 日 菊田 利昭さ
ん
1 月 21 日 岡本 和士さ
ん
〇誕生日祝福
1 月 1 日 井田 武憲さん
1 月 4 日 舟橋 龍秀さん
妻 淑恵様
1 月 10 日 舟橋 龍秀さん
1 月 23 日 中森 正裕さん
妻 美和様
1 月 26 日古橋エツ子さん
1 月 29 日 菊田 利昭さん
1 月 30 日

妻 安子様
熊澤 功さん
妻 真珠美様

ニコボックス
〇新年初例会を祝って。
出席者全員
〇みなさん、明けましておめでとうございます。本
年もどうぞよろしくお願い致します。年賀状あり
がとうございました。
加藤 清久さん
〇いつのまにか喜寿を迎えることができました。両
親に感謝です。
井田 武憲さん
〇誕生日を祝っていただき。
舟橋 龍秀さん、古橋エツ子さん
〇妻の誕生日を祝っていただき。
菊田 利昭さん、熊澤
功さん、舟橋 龍秀さん
〇結婚記念日を祝っていただき。
岡本 和士さん、菊田 利昭さん
〇交通教育 NPO OSCN じてんしゃスクール代表
片山 昇様、事務局長 片山 明子様、尾張旭市
役所 市民活動課 課長補佐 二村 真帆様、主
査 熊崎 優様、ようこそいらっしゃいました。
本日はよろしくお願いいたします。
舟橋 龍秀さん、森井 晴生さん

ポール・ハリス・フェロー授与

ポール・ハリス・フェロー＋２
西尾 輝久さん（左）、ポール・ハリス・フェロー
菊田 利昭さん（右）が授与されました。

第１０回理事役員会
日時：2020 年 1 月 10 日（金）13:40～
場所：尾張旭市商工会館内 第 1 会議室
議題：１）会長からの報告(加藤会長)
・中部経済新聞協賛については見送る。
２）2019 年 12 月度会計報告
（西尾会計委員長）
・承認された。
３）年忘れ家族会収支報告
（金森親睦活動委員長）
・承認された。

４）第 16 回あさひ健康フェスタについて
（桜井公共イメージ向上委員長）
・参加への報告がなされた。
５）令和 2 年城山公園さくらまつり協賛につ
いて（桜井公共イメージ向上委員長）
・例年通り協賛で了承された。
６）旭野高等学校吹奏楽演奏会協賛について
（菊田青少年奉仕委員長）
・例年通り協賛で了承された。
７）愛知県下ロータリーセレモニーについて
（古橋エツ子国際奉仕委員長）
・説明がなされた。検討していく。
８）3 月 13 日第 2 回セミナー例会について
（松永プログラム委員長）
・セミナー例会詳細を説明。移動例会にて
開催。
９）IM について（箕輪 IM 実行委員長）
・現在の進行状況を説明。
１０）その他の件
・森井 晴生さんが 2020-21 年度 地区
国際奉仕委員会へ出向することで承認。

卓話
「交通安全教育の重要性
と尾張旭市での交通教育
事業」
交通教育 NPO OSCN
じてんしゃスクール
代表 片山
昇
①日本の交通の現状必要とされる交通安全教育
危険予知ができる児童の育成
～交通社会の現状から児童を守るために～
自転車の運転以前に、歩行者として安全行動するた
めの教育が大切！
•交通ルールに関心を持たせる
•「止まる」
「見る」
「聞く」
「考える」
「待つ」姿勢の
育成
•KYT 危険予知トレーニングの実践
自分以外の交通参加者運転者等の視点や状況を想
像できるようにする
•親や先生からの繰り返しの交通安全の話
自分に都合よく考える～だろう歩行（運転）
危険予知につながる～かもしれない歩行（運転）
②OSCN と市との協働による交通安全教育の取組
＜１０年後、２０年後を見据えた尾張旭市における
交通安全教育＞
１０年後といえば、小学１年生が高校生に。通学で
自転車利用が急増する頃。
２０年後は、おそらく自動車の運転免許を取得して
いる。成長していく子どもたちが、リスクマネージ
メントをできるようになること、それこそが、安全
な交通社会実現への確実な近道である、と考える。
※紙面の都合上、尾張旭市での交通教育事業は次週
掲載致します。

