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第 2643 回

例 会

髙萩、木幡、関川、高橋、嵐、橋本、荒川（清）、

験のような気持ちです。今日は高齢者講習について

赤津（善）
、渡邉（公）、鈴村、浜津、金成、大平、

お話をしたいと思いますが堅苦しい話で笑いもとれ

内藤各会員及び佐藤政司副会長、冨澤会長エレクト、

ないと思います。しかし、この会場にいらっしゃる

斉藤幹事、岩元副幹事

皆様に関係がある話ですので福陽自動車教習所のＰ

・誕生祝ありがとうございました。
・前回休んでごめんなさい。

・本日早退ごめんなさい。
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ロータリーの目的

鈴木（修）会員

年になります。おそらくこの会場の皆様の中で福陽
で免許をとった方がいると思います。半世紀にわた
り地域に愛されながら地域の為にということで歴史

◇親睦活動委員会−清水小委員長
親睦活動委員会より今月誕生者

を重ねております。年間入所者数はこの数年は 870

へ誕生祝を差し上げたいと思いま

名前後でその内 3 割近くが茨城県から来て戴いてい

す。今月誕生者は佐藤英二会員、

ます。多い時には 1,000 名を越えていた時もありまし

飯村会員、それから私清水でござ

た。教習所のモットーは親切・丁寧そして感動を与

います。今日は私だけ出席してお

える教習を目指し取り組んでおります。高齢者講習

りますので私が代表して頂戴致します。ありがとう

につきましては平成 9 年道路交通法一部改正で初め

ございます。

て取り入れられ 75 歳以上の方が受けることになって

2015〜2016年国際ロータリーのテーマ

君が代

Ｒもさせて戴きたいと思います。福陽自動車教習所
は昭和 38 年 7 月に創設されました。今年 7 月で 53

越田和、荒川（義）、田子各会員

平成 28 年 5 月 11 日 ( 水・雨 )

ΊΑΠ

清水会員

佐藤政司副会長

−今月は青少年奉仕月間です−

リークラブより 5 月のプログラム、いわき桜ロータ

いました。ところが 70 歳から 74 歳までの方の交通

皆さん、今日は。まず、最初に

リークラブより週報、それといわき桜ロータリーク

事故が非常に多いということで平成 13 年に法改正が

お客様のご紹介を致します。福陽

ラブより今週の日曜日に行われる森喜朗さんの講演

あり 70 歳以上の方が受けるようになりました。また、

自動車教習所管理者兼所長の藤田

会ハワイアンズラピータで 15 時 30 分より始まりま

平成 21 年 6 月の法改正で 75 歳以上の方は認知検査

すので参加される会員は宜しくお願いします。

も受けることになりました。認知症の方には免許を

◎会長報告−佐藤政司副会長

紀夫様です。後程卓話を頂戴する
ことなっておりますので宜しくお

・北茨城ロータリークラブより 3 クラブゴルフコンペ

与えないのが大前提です。免許を持っている方も認

願い申し上げます。私の職業柄今年の 2 月と 3 月に

の最終案内が来ており私と小熊会員、山下会員、田

知症になったらダメですよと決まっています。これ

は金山にあった教習所が無くなり福陽自動車教習所

子会員、添田会員の 5 名が出席予定です。22 日㈰

はお年寄の方を排除すめ為ではなく事故防止、運転

の予約が取りにくくなったという話を聞きました。

朝 8 時集合で連絡が入っております。

◇プログラム委員会−鈴木泰行小委員長

手保護の為です。皆さんも 70 歳にはいずれなられま

・勿来ひと・まち未来会議さんより平成 28 年度定時

プログラム委員会よりご案内で

すので参考になると思います。70 歳以上になると 3

を入れて下さい。なかなか予約が取れないそうです。

総会のご案内が届いております。会長と私と相談し

すが 6 月 1 日㈬はいわき市民総ぐ

年に 1 回更新しなくてはなりません。3 年前に天皇

それから、
あと 1 カ月で勿来ロータリーの日がきます。

て出席する予定です。

るみ運動の一環として早朝清掃活

陛下も高齢者講習を受けたと新聞に載っていました。

また、高齢者講習のハガキが届きましたらすぐ予約

あっという間に 6 月 12 日まで 1 カ月が過ぎてしまう

・皆様のテーブルの上に 6 月 12 日のいわき勿来ロー

動を植田駅前周辺で行いたいと思

平成 27 年のいわき市の統計で勿来地区の 70 歳以上

と思います。当日は天気に恵まれるように祈りたい

タリーの日スタッフ資料をお配り致しました。内容

います。その後早朝例会を予定し

の方が 10,644 名いらっしゃいます。このうち毎年免
許更新している方が 2,000 人います。福陽でも推移を

と思います。私からは以上です。

に目を通して役割や仕事を理解しておいて下さい。

ております。詳細につきましては後程ご連絡致しま

◎幹事報告−斉藤

配置地図も入っていますので宜し

す。宜しくお願いします。それから本日外部卓話で

お話しますと平成 25 年度 890 人、平成 26 年度 1,181 人、

くお願いします

福陽自動車教習所の藤田紀夫様が御出でになられて

平成 27 年度 1,499 人と右肩上りでどんどん増えてい

おります。そして本日入会手続をおとりになられた

ます。今日も午前 9 名、午後 9 名と高齢者講習をやっ

こともご報告致します。それでは卓話を宜しくお願

ていますが 75 歳以上の方が 1 カ月先まで予約で一杯

い致します。

です。ハガキが届きますので届いたらよく読んで早

隆幹事

・本日鈴木雅之会長が欠席されて
おりますが理事会を開催したい
と思います。理事者の皆さん宜

◎各委員会報告
◇出席委員会−鈴村小委員長
本日の出席状況は下記の通りです。

しくお願いします。
・只今、佐藤副会長より 6 月 12 日
のお話が出ましたが本日ポスターが立派に出来上っ

◇スマイルボックス委員会
−山下副委員長

動態視力検査 60 分、実車指導（教習所内コース）30

皆さん、今日は。福陽自動車教

分計 3 時間の講習です。それから 75 歳以上の方は講

添田、山下、富岡、鈴木（泰）
、

習所管理者兼所長の藤田と申しま

習の前に約 30 分認知機能検査を行います。皆さんも

生駒、渡邉（國）
、後藤、越田和、

す。どうぞ宜しくお願い致します。

交通事故等に注意して運転して下さい。

・福陽自動車教習所管理者兼所長

したら後にありますので帰りにお持ちになり貼って

藤田紀夫様の卓話を歓迎して。

戴きたいと思います。

出席状況

正会員数
本日の出席率

51 名
83.67％

講習内容は 75 歳未満は講義 30 分、運転適性検査・

福陽自動車教習所

紀夫 様

て参りました。各企業様で貼って戴ける所がありま

・いわき小名浜ロータリークラブ、いわき鹿島ロータ

目に申し込み下さい。必ずご本人が連絡して下さい。

◎外部卓話

本日出席会員数
修正出席率

41 名
87.76％

管理者兼所長

藤田

本日は卓話ということでお招き戴きましたが先程入
会申込書を提出させて戴きましたので入会の面接試

