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＜前回の記録＞ 

第 2634回 令和元年 10月 24日 木曜日  

    外来卓話   郡上警察署 

              署長 中澤俊介様 

 

司 会 進 行 廣瀬泰輔副 SAA 

 

点 鐘 村土時男会長 

 

ソ ン グ 我等の生業 

 

支援金贈 呈 水上成樹幹事 

郡上市サッカー協会  西村 叡様 

皆様いつもありがとうござ

います。今年で 27 年目にな

り、27 回目の大会を開くこと

ができます。ぜひ、子供達の

元気な姿を見に来て下さい。 

 

来 客 紹 介 村土時男会長 

郡上警察署 署長 中澤俊介様 

郡上長良川 RC   尾村忠雄様 

 

出 席 報 告 西村 肇出席担当責任者 

 

ニコＢＯ Ｘ 竹内巧治ニコ BOX 担当責任者 

・本日は、郡上警察署長 中澤俊介様、お忙しい中 

ご苦労様です。宜しくお願い致します。村土時男 

・郡上長良川 RC の尾村です。久しぶりにお世話にな

ります。宜しくお願いします。大畑さん、100 歳

おめでとうございます。本日の卓話、郡上警察署

長様、楽しみにしています。    尾村忠雄様 

・先程、日置市長が来宅され、100 歳のお祝を頂き

ました。皆さんの支えに感謝します。大畑於左武 

・先日は、母の葬儀に際しましてクラブより電報、

また、皆様のお心遣い本当にありがとうございま

した。感謝です。          森下 光 

・11 月 14 日、明治神宮の新嘗祭に出席することに

なりました。            岩出明喜 

・先日、第 77 回東海北陸道グループ対抗ゴルフコン

ペに、9 名で参加してきました。成績は個人それ

ぞれでしたが、楽しく親睦を深めて参りました。 

                 ゴルフ同好会 

・中澤様、本日の卓話よろしくお願いします。 

羽田野優男・林 健吉・平岩憲政・廣瀬泰輔 

岩尾 誠・河合和也・川井昭司・國田大雄 

前田伊三夫・三原慎也・水上成樹・森下 光 

西川 昇・西村 肇・野田三津雄・小笠原正道

大畑於左武・大川達也・酒井智義・坂本 仁 

竹内巧治・和田英人・山川直保 

 

幹 事 報 告 水上成樹幹事 

・ガバナー事務所より「第 7 回日台ロータリー親

善会議 福岡大会」のご案内 

・ロータリー財団部門より「世界ポリオデー」の

文書 

・RI 日本事務局より配信履歴 

・関中央 RC より親睦ゴルフ会のお礼 

・地区事務所より 9 月分クラブ増強報告書 

会員数 出席 補正 出席合計 出席率 

37 名(免除 1 名) 26 名 8 名 35 名 97.2％ 

＜次回の予定＞ 

第 2638 回 令和元年 11 月 21 日 第 3 木曜日 

  財団・米山卓話 野田三津雄委員長 

      

  

 

   

 

   会長卓話(林 健吉会長) 

 

        

  

      

     

    

 

 

    

           

     

        

   

＜本日のプログラム＞  

第 2637 回 令和元年 11 月 14 日 第 2 木曜日 

 美濃 RC・郡上長良川 RCとの合同例会 

      ホテル郡上八幡にて 

 

 

 

          

 

 

 

            

 

 

 

 

            

 

 

           

      

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

     

 

     

 

 

 

 

    



・東日観光(株)ロータリー室より、2020 年国際ロ

ータリー年次大会(ホノルル大会)参加旅行募集

案内送付のご案内 

・各務原中央 RC より例会変更のお知らせ 

＜拝受＞ 

・美濃加茂 RC より週報 

・米山記念奨学会より「ハイライトよねやま」 

235 号 

 

委員会報 告  

酒井智義親睦委員長 

・本日の大畑会員百寿祝賀会の連絡 

・11 月 14 日 3 クラブ合同例会の連絡 

 

会長の時 間 村土時男会長 

来月は、3 クラブ合同例会

や親睦旅行など行事が続

きますが、皆さんの御協

力をお願いします。先週

の 17 日には、郡上八幡ラ

イオンズクラブの 60周年

記念式典に出席してきました。積翠園において大

変盛大に行われました。本日はこの後、中澤様の

卓話です。どうぞよろしくお願いします。 

 

外 来 卓 話 郡上警察署 署長 中澤俊介様 

郡上警察署の中澤です。

本日は、郡上八幡ロータリ

ークラブの例会にお招き頂

き、皆様方の前でお話をす

る機会を頂けましたこと大

変光栄に存じます。 

 初めに、皆様方には、平素それぞれのお立場か

ら警察行政各般に亘り、深いご理解とご協力を賜

っておりますこと、この場をお借りして厚く御礼

申し上げます。今年の 3 月 1 日に郡上警察署に着

任し、あっという間に半年が過ぎました。一見、

平穏に見える郡上の地でも、様々な事件や事故、

色々な相談事があります。その一つひとつに、地

域の治安を託された者として、真摯に向き合い精

一杯取り組んできただろうか。市民の皆さんに納

得頂けるような対応ができただろうかなどと反省

する日々であります。 

 本日は、色々とお話しさせて頂きたいところで

はありますが、時間に限りもありますので、これ

からの季節、特に、皆様をはじめご家族、事業所

の皆様にも是非、ご注意頂きたい「薄暮・夜間の

交通事故防止」について、スライドを作って参り

ましたので、それに基づきましてお話しさせて頂

きます。 

 本題に入る前に少し、着任以降に感じた郡上市

の印象についてお話しさせて頂きます。一言で言

って、「市民の方々が非常に礼儀正しい」と感じ

ております。赴任以来、街中をウォーキングして

おりますが、特に面識のない私に対しても、すれ

違うたびに多くの住民の方々が挨拶をしてくれる

のに驚きました。理由を私なりに考えてみました

が、脈々と継承されている、郡上の伝統文化、伝

統芸能の力であると思っております。神楽、踊り、

歌舞伎等、様々な場面で拝見することがありまし

た。その伝統を継承するため、親から子、子から

孫、また、先輩から後輩へ、厳しくもあり優しく

指導されていることが、郡上の礼儀正しいことの

原点であると感じました。 

 それでは本題であります「薄暮・夜間の交通事

故防止」についてお話しします。本日は、キーワ

ードとして「5 時だよ！全員点灯！」「ひとつの

提灯」を覚えて頂きたいと思います。キーワード

の意味は、後ほど説明させて頂きます。 

 まずは、県下及び郡上市の交通事故の発生状況

についてご説明します。このスライドをご覧くだ

さい。過去 10 年間交通事故死者数の推移です。県

内においては、現在のところ昨年の同期と比べ、

人身事故件数、死者数、負傷者数のいずれも減少

しており、現在、県下では 69 人(+3)の方が、当署

管内では 2 人(－2)の方が交通事故により尊い命

を落とされています。次のスライドは、直近 10 年

間の当署管内の交通死亡事故の状況です。お気づ

きの方も多いかと思いますが、10 年間で死亡事故

の発生しなかった年は郡上市ではありません。こ

れは県下的に見ても珍しいことと聞いております。

この数字を見て頂きたいのですが、郡上市が 3 番

目になっておりますが、何の順位であるかお判り

でしょうか？これは、昨年の市町村別の交通事故

による死者数です。人口比からすると、岐阜市、

大垣市と肩を並べており、郡上市民の方が関わっ

た事故ばかりではありませんが、郡上市内で発生

しているということであり、私共としては非常に

危機感を持っております。 

 これからの時期ですが、日没が早くなってきま

す。そこで本日のキーワードの 1 つである「5 時

だよ！全員点灯！」のご説明をします。道路の情

報板で「見るな！死神からの SNS」あるいは「飲

酒運転 死神が同乗中！」等、ご覧になった方が

いらっしゃるかと思います。この情報板で表示し

ている標語の話は、先日、中日新聞でも取り上げ

られておりました。本日のキーワードの 1 つであ

る「5 時だよ！全員点灯！」については、私をは

じめ、もちろん皆様方もお分かりのようにドリフ

ターズの「8 時だよ 全員集合」をモチーフにし

たものですが、20 代の若手の警察官の中には、こ

の元ネタが分からず、「何が面白いの？何のネタ

なの？」という反応があったなどの笑い話が掲載

されていました。これは、夕暮れが早くなるこの

時期、いわゆる「魔の時間帯」での交通事故を防

止するために、県警本部交通部が知恵を絞って考

えた、インパクトのある標語です。なぜ、16 時～

20 時の時間帯を「魔の時間帯」と言うのかについ



て、時間帯別人身交通事故件数を見て下さい。ご

覧いただいてお分かりのように、16 時～20 時の時

間帯における事故が、人身事故件数、死亡事故件

数ともに明らかに多いことがお分かりいただける

かと思います。次は、16 時～20 時の交通事故・日

没時間帯の月別状況です。9 月以降、日没が早く

なることから、日没時間帯を見て頂くと、日没時

間と事故件数とが反比例していることが分かりま

す。次は、交通目的で比較してみました。夕方 16

時～20 時は通勤、通学、業務などの生活時間帯で

あることがお分かり頂けると思います。つまり、

薄暮時間で薄暗く、また、通勤・通学の生活時間

帯で人の動きがある時間帯であることから、注意

力を持って運転しないと、交通事故の当事者にな

る確率が上がってしまうということになります。 

 今お話ししたような事故を防ぐために「5 時だ

よ！全員点灯！」つまり「早めのライト点灯」と

いうことで広報しております。ライト点灯の目安

としては、 

 9 月は午後 5 時頃 

 10，11 月は午後 4 時 30分頃 

 12 月は午後 4 時頃 としております。 

 次は、キーワードの 2 つ目である「ひとつの提

灯」です。たしか、タイ王国であった話だと思い

ます。ある目の不自由な方がお寺に行きました。

用事を済ませ帰宅しようとしたところ、和尚さん

が夜になったので「これを持ってお帰りなさい。」

と一つの提灯を手渡しました。しかし、目が不自

由であったことから、「私は目が不自由だから結

構です。」と言って断りました。しかし、和尚さ

んは「これを持つことで周りの人があなたの存在

に気が付き、事故にあうことを防ぐことができま

すよ。」と話されたそうです。このキーワードで

伝えたいことは「自分の存在を周囲に周知する」

ということです。歩行者の方であれば明るい服装

と反射材の着用です。また、車を運転されるドラ

イバーの方であれば、ハイビームを活用して車両

の存在を早めに歩行者に伝えると共に、歩行者を

早めに発見して頂きたいと思います。 

次は、ロービームとハイビームを使った視認性

の実験です。当然のことですが、ハイビームを使

用した場合、視認性が高いことがよく分かると思

います。次は、服装の違いや反射材使用の実験で

す。ご覧のスライドは、日中の明るい場所での状

態です。これを、夜間にロービームの状態でドラ

イバーが確認した時と、ハイビームで確認した時

の比較です。明らかにハイビームを使用した方が

よく見えますし、明るい服を着用した場合や反射

材を使用している場合には、ドライバーからはっ

きりと分かります。腕には反射材を巻き付け、反

射タスキを着用するといいのですが忘れがちなの

で、靴にも反射材を貼り付けるといいでしょう。2

つ目のキーワード「ひとつの提灯」については「明

るい服装と反射材の活用」そして「ハイビームの

効果的な活用」をお願いしたいと思います。 

 以上、本日は「薄暮・夜間における事故防止」

について説明をさせて頂きましたが、これからも

署員一同「安全で安心な郡上市づくり」のために

邁進して参りたいと考えておりますので、これま

で以上に皆様方のご理解とご協力を頂ければ幸い

でございます。 

 結びに、郡上八幡ロータリークラブの益々の

ご繁栄と、本日ご出席の皆様方のご多幸とご健勝

を祈念申し上げ、私の卓話とさせて頂きます。 

 

大畑会員百寿祝賀会 

令和元年 10 月 24 日 みはらやにて 

・澤崎 茂会員のお祝いの言葉 

 満百歳を迎えられて、誠に誠におめでとうござ

います。自分で健康に留意されて努力された賜と

推察しています。満百歳とは、人類の夢であり希

望でもあります。それを実現されましたことは、

驚くと同時に本当に嬉しく、喜ばしく思っていま

す。何事にも動じないバックボーンを持たれ、感

謝の気持ちを忘れず毎日過ごしておられる姿を見

て、心より敬愛の念を強くしています。若い時よ

り今日まで、その時代時代に必ず最高位になられ

て、今日に至られたと思います。戦時中は、皆が

羨む近衛兵となられ昇進を重ねられて、遂に昭和

天皇の御臨席で馬術の供覧を仰がれ日本一となら

れました。士官学校の入学を推挙されたことは、

当時としては本当に名誉なことでした。戦地では

一番の激戦地へ行かれ、全員玉砕の島で生き残ら

れ、何回も負傷されたにもかかわらず、遂に帰還

されました。戦後は東京で生け花の大家となられ、

故郷へ帰って皆に教授されました。職業奉仕に尽

力されて、当地では一番有名なお店とされました。

六十歳よりロータリークラブに入られて、ロータ

リーの研究に非常に熱心で、長く役員をされて、

奉仕の精神に富み、ロータリアンの見本のような

会員となられました。この度の、第 2630 地区の地

区大会で、四十年間皆出席と満百歳で元気なロー

タリアンとして表彰されることが決定されました

ことは、クラブの誇りでもあります。今後も元気

でクラブの御指導をお願いします。これからは世

界一の長寿者となられ、ギネスブックに載る男に

なられることを希望しています。今まで通りに体

に留意されて、元気に例会に出席されることを念

願してお祝の挨拶とします。重ね重ねおめでとう

ございます。 

  郡上八幡ロータリークラブ 

    チャーターメンバー 澤崎 茂 


