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2008〜2009 年度 高山中央 RC 会長テーマ

◆会長

三枝 祥一

◆幹事

足立 常孝

◆会報委員長

津田 久嗣

◆会報担当 中田 一男

＜出席報告＞

創立 1991 年 5 月 20 日
◇事務局

「 ひとつの心で 」

高山市花岡町 1-15 丸越商事 4Ｆ
TEL：0577-36-0730/FAX：0577-36-1488

◇例会場

ひだホテルプラザ 3Ｆ/TEL：0577-33-4600

◇例会日

毎週月曜日 PM12：30〜

◇ホームページ

http://www.takayamacrc.jp/

＜点 鐘＞ 会長 三枝 祥一
＜ソング＞ 我等の生業
＜ビジター＆ゲスト紹介＞
高山警察署 交通課長
岩平 源治

会員数

出席会員

出席

Make-up

出席率

本 日
784 回

46 名

42 名

36 名

−

83.33%

前々回
782 回

46 名

42 名

33 名

5名

90.48%

◎ジョン・ケニーＲＩ会長エレクトより
・第 100 回バーミンガム国際大会参加のお願い
◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナーより
・第 100 回バーミンガム国際大会に関してクラブ訪問に

様

ついて
・国際大会に基調講演が予定された東京恵比須ＲＣの紹
介

＜会長の時間＞

会長

三枝

祥一

・ロータリーバンド発表会参加募集のお願い
◎2007〜2008 年度

先日のニュースで、又、北朝鮮が改良型「テポドン 2
号」を基地に運び込んだ模様と伝えていました。
テポドン 2 号といえば、2006 年に発射に失敗していま
すが、今回は、2 月 16 日の金正日総書記の誕生日までに
は発射可能と伝えています。
テポドン 2 号とは、どんなミサイルなのかといいますと、
弾道ミサイルの一種で、弾道ミサイルとは、大気圏外を飛
行して目的地に到着するミサイルで、500km から 7000km
程度の射程距離で、テポドン 2 号は 8000〜6000ｋｍの射
程距離といわれています。

小笠原地区代表幹事より

・2007〜2008 年度地区記録誌
◎濃飛分区ガバナー補佐より
・ガバナー補佐最終訪問について

6 月 1 日（月）

○2009〜2010 年度版ロータリー手帳お買上げのお願い
・１冊

６３０円

＜岐阜県環境生活部人権施策推進課長より＞
・「人権たよりＮｏ36」
＜㈱熊平製作所より＞
・「抜粋のつづりその六十八」
＜受贈紙＞
・高山ＲＣ

わかりやすく言いますと、米国の北アラスカ、西海岸、
ハワイまで到達可能といわれています。
ちなみに、
「テポドン」という名前は、アメリカがつけ
たコードネームで発見した地名からつけたものです。

＜本日のプログラム＞
高山警察署 交通課長
岩平

源治

様

まず、核弾頭をつんで発射させることは無いと思います
が、人間追い詰められると何をするかわかりませんので、

本日は、お招きいただきありがとうございます。警察官

アメリカはじめ、6 カ国協議の国々で、安全な解決策を構

の話はいつも固い口調になるので、本日はざっくばらんに

築してもらいたいと思います。

お話させていただきたいと思います。
昭和 42 年に警察官となり、42 年間の内、高山警察署に

＜幹事報告＞

幹事

足立

常孝

勤務したのが、去年 4 月から本年の 3 月迄で、この界隈で
は神岡警察署が 3 回、古川で 1 回、萩原・下呂で 1 回、地

◎ＲＩ本部より
・ロータリーワールド紙
◎李東建ＲＩ会長より
・

第 100 回バーミンガム国際大会参加のお願い

元高山が最後の 1 年となりました。
そこで、私が何故警察官になったかといういきさつのよ
うな事から話させていただきます。（昔の高山警察署の写
真・・・・・・現在地場産センター・商工会議所がある所
が旧高山警察署という事で懐かしい写真を回された）
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昭和 40 年に原付免許を取得し、家のスーパーカブとい

最近では丹生川地内での 1 件ですが、都市部の方が安房

う原付に乗っていました。ある日、踏切での一旦停止、左

トンネルを越え、日当たりのよい道路は普通走行で良かっ

右確認の事でたまたま付近で見張っていた交通警察官に

たのですが、日陰に入った時に凍結に気付かず、事故に遭

呼び止められ、違反を指摘されました。私は、高山線は単

遇するというものがありました。いわゆる「大丈夫だろう」

線だから通過した列車の後はいいだろうと思い込みで左

という思い込み運転によるものですが、私は皆様に自分が

右確認はしたものの、一旦停止を怠り、徐行しながら通過

細心の注意を払っても相手があるのだから更に「かもしれ

した訳でそこを指摘され、今とは違い昔は供述調書をとら

ない運転」を心がけましょうと口をすっぱくして言ってい

れ、裁判所に指導されました。そして学校でも指導されま

る訳です。

した。

最後になりますが、皆様方が色々な問題で警察に相談し

高校 3 年生になり、就職時期になりこの交通違反が当然

たいけど敷居が高いと思われれば、私に相談して頂ければ

ひびいてきて、民間企業への就職は厳しいものがありまし

解決方法位は経験上、指摘程度は出来ますので是非ご利用

た。しかし、学校の先生からの指導にて公務員の警察官へ

ください。

と進んでいくことになりました。

時間が来ましたので取り留めのない話でしたが終了さ

42 年間務めてきた中で色々ある中、一つとして平成 3
年 10 月に白バイ隊として両陛下を高山駅からグリーンホ

せていただきます。
本日はありがとうございました。

テル迄の御召自動車を護衛した事があります。その車はナ
ンバーも無ければ方向指示器を出して右折・左折する訳で
もなく、いわゆる一般市民の方々に答えるようスピードは
20km.位で運転手の思いのままに走行されます。その後ろ
を白バイで走行するには、一般車を守りながらという思い
込み運転とは違い、緊張の連続で「あわや」というような
場面に出くわした事もあり、今でも夢に出てくるようです。

＜表彰＞
ロータリー財団マルチプル・ポールハリス・フェロー

溝際

清嗣

ロータリー財団ポールハリス・フェロー

高原

清人

米山功労者第 2 回マルチプル

伊藤

正隆

＜ニコニコＢＯＸ＞

２月１日は、高山材木業界の還暦祝い・２月２日は高

本日は、高山警察署の岩平交通課長様

ご多忙中のとこ

山中央ＲＣの還暦祝い・２月３日は洲さき節分会の赤鬼

ろご来訪を頂まして誠にありがとうございます。卓話を

の厄祓い、毎日毎日楽しい日が続いております。皆様方

楽しみにしております。

に感謝してニコニコへ。

理事役員一同

島

良明

山王小学校で６年間一緒でした、岩平君。本日はあり

次男が本日、関東のＫ大学の２次試験の合格が確定し

がとうございます。退職まで残り１ヶ月余り固く過され

ました。とりあえず２次志望ですが２浪しなくても済み

る事を念じます。どこにも発表しませんので、今日は柔

そうです。後は、国立に合格して親を楽にさせてくれる

らかくユーモアな警察人生のウラ話も聞かせて下さい。

ことを願うばかりです。

橋本

高木

純

修
長男が大学入試に合格しました。先週の節分例会のオ

本日は、岩平交通課長様のご講演ありがとうございま

ークションで使いすぎたのでわずかですがニコニコへ。

す。昨年は交通事故が減少したとお聞きしています。今
年も事故が少ないことを願っています。

清水

谷口

欣也

幸平
妻の誕生日祝いにバラとスイトピーの可愛らしい花が、

高山警察署の岩平交通課長様

お忙しいところをお越

午前中に届けられました。ありがとうございました。

し頂きありがとうございます。今日は卓話をよろしくお
願い致します。

今井

中田

一男

俊治
今日と明日ＩＳＤ審査のため早退いたします。申し訳

岩平交通課長様には、ゲストスピーカーとしてご来訪

ありません。

田中

雅昭

頂き誠にありがとうございます。よろしくお願い致しま
す。

溝際

清嗣

先日の節分例会オークションでは、たくさんのニコニ
コありがとうございました。

新宮

一朗

