
                                        第 1577 回   № 8 

                                         例会日: 2019.09.02 

Weekly Report 
「ロータリーを通じて生まれる人との絆を大切に」 

本日の例会 ゲスト卓話（竹口・堀法律事務所 弁護士 竹口将太氏）    次回例会 ゲスト卓話（税理士 東島誉志氏） 

 

《会員卓話》 

峯 徳秀 会員 

 

 

“くるまの運転のお話し” 
 

令和元年 9月２日 

佐世保北ロータリークラブ 

峯 徳秀 

 

 

【高齢者の運転免許保有率】 

 

 

 

 

【運転免許の自主返納】 
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【本  日】会員数 40 名   出席 25 名  欠     席 3 名  出席規定免除会員（12）   出席 11 名     出 席 率  92.31％ 

【前々回】会員数 41 名   出席  26 名 メークアップ 2名    出席規定免除会員（13）   出席 8名      修正出席率 100.00％ 

佐世保北ロータリークラブ  2019～2020 年度 ＲＩ会長 / マーク・D・マローニー ガバナー/千葉憲哉 

 



【忍び寄る危険の“予兆”】 
 

あなたは大丈夫ですか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【高齢者の事故防止策】 

 

 

 
 
《会長挨拶》 

               蒲池芳明 会長 

 
先週は森豊前会長のご葬儀、3日間降り続いた大雨

でとても長く感じた一週間でした。皆さんの所では大

雨の被害なったでしょうか？何の情報もなくてとて

も心配しておりましたが本日皆さんと例会場でお会

いできて安心しました。 

テレビでよく耳にした「線状降水帯」これは次々と

発生する発達した積乱雲が列をなした組織化した積

乱雲群によって数時間にわたってほぼ同じ場所を通

過、停滞することで創り出される線状に伸びる長さ

50～300 ㎞程度の降水を伴う雨域と 1990 年頃から指

摘されておりました。 

線状降水帯という言葉は平成 26 年 8 月豪雨による

広島市の土砂災害以降から使われております。また、

集中豪雨を客観的に抽出し降水域の形状について統

計解析したところ台風を除いて約三分の二の事例で

線状降水帯が発生していたことが明らかとなってい

ます。  

参考までに集中豪雨・ゲリラ豪雨・夕立などは、気

象学的な定義づけは明確にされておらず、ほぼ日本国

内でのみ用いられる。日本の気象庁は予報用語として

ゲリラ豪雨は用いず、集中豪雨と局地的大雨または短

時間強雨などの用語などの言葉を使っているそうで

す。 

本日は峯パスト会長の卓話です。四方山話と聞い

ておりましたので楽しみに拝聴させていただきます。 

 
 



《幹事報告》 

          村瀬 高広 幹事

 

1.例会変更     

佐世保東ＲＣ  

9 月 26 日（木）12：30→18：30～ 

ファーストイン早岐（夜例会のため） 

 

2.来 信  

・公財）米山梅吉記念館 

館報 2019 年秋号と賛助会ご入会のお願い 

 

・ガバナー事務所 

 

① ガバナー月信 9月号 

② 2019～20 年度「米山の集い」開催のご案内 

   日時：10 月 6 日（日） 

10：00～受付 

10：30～奨学生発表他 

11：00～懇談会 

14：00 終了予定 

   会場：諫早商工会議所 3 階大ホール 

（諫早市高城町 5-10 TEL 0957-22-3323） 

③ 九州北部大水害について 

（地域における被害状況） 

④ ロータリー文庫：2018-19 年度決算 

⑤ バギオだより第 74号 

⑥ 2019 年 9月 基本的教育と識字率向上月間  

                            リソースのご案内 

      

・ガバナーエレクト事務所 

ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

事務所／〒849-1315 

佐賀県鹿島市大字三河内甲 290-7 

TEL：0954-69-1705   

FAX：0954-69-1706  

E-mail／ ri2740hanashima@athena.ocn.ne.jp 

執務時間／10：00～16：00（月～金曜日） 

※土曜・日曜・祝日は休み 

事務局長：織田喜六  事務副局長：山下義則 

事 務 局：小寺真理・片桐悦子 

 

・佐賀空港ＲＣ 

クラブメールアドレス変更のお知らせ 

佐賀空港ロータリークラブ 

Ｅ-mail eguchi@ariake-e.co.jp 

 

3.伝達事項 

 ① 9/7（土）武雄センチュリーホテルにて 

基本理念・クラブ管理運営合同セミナーが開催 

されます。 

   ご出席の方はよろしくお願いします。 

② 9/9（月）次回例会はゲスト卓話は 

竹口・堀法律事務所 弁護士 竹口将太氏です。 

 

 

《今月の結婚祝い》 

 H.19.9.16 渡会祐二・里織夫妻 

 

《今月の誕生祝い》          

S.14.9.16  福田俊郎君  S.18.9. 2  平石晃一君 

S.40.9. 4  松尾重巳君 S.47.9.30  井上隆三君   
 
 

《来訪ロータリアン》 

 

佐世保中央ＲＣ 
              八重野 一洋 君  

 

 
佐世保中央ＲＣ 

崎山信幸 君 

 



IT 会報委員会 委員長 / 田島 慎   委員 / 平石 晃一  中島 閏二  森 豊  中川 信次（記事担当 田島 慎） 

本日の合計 36,000 円    累計 380,000 円 

 

《委員会報告》 

 

国際奉仕委員会 

八木順平 副委員長 

11 月 23 日〜25 日に仁川松島 RC を訪問します。 

ご参加の程よろしくお願い致します。 

 

北斗会 

牧野博一 幹事 

8 月 31 日、第一回北斗会が開催されました。最近、

悪天候が続く中、開催日は好天候に恵まれ、桟護

OB が優勝されました。 

 

 

《ＲＩニュース》 

2021－2022 年度 ＲＩ会長に 

インドのシェカール・メータ氏が選出される 

国際ロータリー会長指名委員会は、カルカッタ-マハ

ナガル・ロータリークラブ（インド、西ベンガル州）

所属のシェカール・メータ氏を 2021-22 年度国際ロー

タリー会長に選出しました。対抗候補者がいない場合、

同氏は10月1日に会長ノミニーとして宣言されます。  

 メータ氏は、現在の会員傾向には課題があり、会員

増強がロータリーの最優先事項となるべきであると

述べています。地域的な計画、ローターアクターのロ

ータリークラブへの移行、多様性と女性会員の増加に

よって、毎年 5パーセントの会員数純増が達成できる

と確信しています。 

 

 

 

《ニコニコボックス》 

永田武義 副委員長 

 

 

佐世保中央ロータリークラブ 崎山信幸君 

本日もお世話になります。 
これからもよろしくお願い致します。 
 
 
 

佐世保中央ロータリークラブ 八重野一洋君 

皆様こんにちは、久しぶりにメークアップに伺いまし

た。メニューは大好きなカレーライスとの事ですね。

木曜日もきっと同じカレーライスでしょう！お世話

になります。 
 

蒲池芳明 会長 藤井良介 副会長 村瀬高広 幹事 

① 本日は、会員卓話です。峯パスト会長のお話、

楽しみに拝聴致します。 

② 例会場のレイアウトが変わっています。なんか

いい感じです。SAAの皆様有難うございます。 

③ 佐世保中央ＲＣの崎山信幸様、八重野一洋様の

ご来訪を心より歓迎致します。 

 

平石晃一君 

誕生日を祝って頂きありがとうございます。今日 9

月 2日は、私の 76回目の誕生日です。これからも元

気に家族とロータリークラブ会員と共に暮らしてい

きたいと思います。 

 

緒方信行君 

① 今月はＳＡＡ担当です。新米ですので、よろし

くお願い致します。 
② 本日の峯会員の卓話を楽しみに拝聴させて頂

きます。 
③ 北斗会は諸事情の為、参加出来なく申し訳あり

ませんでした。 
 

中島閏二君 

本日の卓話はクラブ管理運営委員長、峯徳秀会員のお

話しになっております。楽しみに拝聴させて頂きます。 

 

峯 徳秀君 

緒方会員のご生還を心よりお喜び申し上げます。ドイ

ツのメルセデスベンツは強し！本日の卓話、皆様よろ

しくお願い致します。 

 

豊島揆一君 福田俊郎君 永田武義君 富田耕司君 

古賀新二君 湯口純二君 宮原明夫君 牧野博一君 

渡会祐二君 松永祐司君 小川 寛君 近藤竜一君 

松尾重巳君 田島 慎君 船津 学君 八木順平君 

小西研一君 中川信次君 井上隆三君 茶村亜子君  

渥美大介君  

二ノ宮 健君 松田亜由美君 鐘ヶ江和重君 
本日の卓話は、クラブ運営管理委員長、峯徳秀会員に

よる「車の運転」に関する卓話です。皆様よろしくお

願いします。 


