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「クラブの改革」と「人道奉仕」
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ロータリーソング
「それでこそ
　ロータリー」
瀧谷　えみ子
ソングリーダー

 会 長 の 時 間

  大島　恒彦　会長
　原因は解りませんが、
近頃めっきり野良犬、野良
ネコがいなくなりました。
今日は動物との交通事故
についてのお話しをしま

す。
　私の会社にも道路を走行中、動物との接触が原
因での車両修理依頼が年間１０件程度あります。
夜間の事故が多く「衝突時かなりの衝撃があった
けれど、動物の種類は解らない」と言われます。
破損の程度からイノシシ位の動物との衝突だろう
と想像されます。中には大破したクルマもあり車両
保険に加入されていない場合、頭を抱えている人
もおられます。
　このように、道路上で発生する野生動物の死亡
事故は「ロードキル」と呼ばれ、主な原因は道路に
動物が進入することで発生します。道路公団のま
とめでは、高速道路における「ロードキル」の件数
は毎年３５、０００件以上あり、その４割をタヌ
キがしめているそうです。一般道でのデーターが
ないので全国的にどの程度の事故が発生してい
るか把握できない現状だそうですが、絶滅危惧種
も含まれているので特定の動物ついては環境省
が調査を行っているとの事です。動物と事故を起

卓話

会長挨拶

卓話

テーマ
福井刑務所所長

「矯正施設の現状」

谷  口　晃  康　様

こした場合や事故に遭った動物を路上で見つけた
りした場合などは、そのまま放置すると次の事故を
誘発する恐れがありますので、速やかに保健所、
道路管理機関、警察、自治体に通報してほしいと
の事です。
　では、「警察に通報した場合に罰則はあるのか
どうか」ですが、人の死傷が無く器物損壊（動物を
含む）ですから物損事故として取扱い、点数の減
点や反則金はありません。
但し注意して頂きたいのは、飼い主がいる動物と
接触した場合、飼い主への報告や警察への通報を
行って下さい。通報しないと当て逃げになります。
又、動物は飼い主の所有物になりますので殆どの
場合損害賠償の請求を受ける事になります。
２０１５年１０月に徳島県で警報音を鳴らさず
バックしてきたダンプカーにひかれた盲導犬が死
んだ事故で、所有者である徳島県が運転手側に損
害賠償を求め昨年１２月に示談が成立しました。
損害賠償額は２０万円ぐらいだったそうです。
又、クルマと盲導犬事故で２０１０年の名古屋地
裁で盲導犬の社会的価値をみとめて２９０万円
の支払を命じた例もあります。
　このような事故の場合は対物保険で対応できま
す。近年動物を飼っている家庭が多くなっていま
す。場合によっては我が子以上に可愛がっている
方もおられるようです。
　これから運転中に気を付けるのは人間やクルマ
だけではありません。飼っている大切な動物達を
傷付けてしまったら大騒動です。

　改めて「運転には充分気をつけて頂きたい」と思
います。

佐  野   直  美　会員

「クリーニングという仕事」

窪田　健一　会員
　私は在籍23年になろう
としています。沢山の友人
と奉仕活動等々があると
分かりました。まず、いろ
んな事業に参加し、交流

することが大事と思います。その中で自分の発言

僕のRC,私のRC,みんなのRC

牧  野   友  美　会員

注！：会場は４階大ホール
（会館の都合により）

をして、1つずつ（若い会員さんにはRCの事をよく
わからないと思いますので）勉強していただく良
い機会だと思います。解らない事は聞く、調べる等
々していただき、RCの事を分かっていただければ
幸せだと思います。

福井県内ＲＣ例会日 無印：１２：３０－開始 Ｋ　：１８：３０－開始 Ｌ　：１９：００－開始

勝山ＲＣ(勝山市民活動センタ－) 大野ＲＣ(大野商工会議所会館) 武生府中ＲＣ(越前たけふ農協会館)

武生ＲＣ(武生商工会館) 鯖江北ＲＣ(神明苑) Ｌ 敦賀西ＲＣ(ニュ－サンピア敦賀)

月曜日 福井東ＲＣ(ＡＯＳＳＡ) 若狭ＲＣ(ｻﾝﾎﾃﾙやまね･7-12月ﾎﾃﾙせくみ屋) 敦賀ＲＣ(福井銀行敦賀支店) 金曜日 福井あじさいＲＣ(ﾎﾃﾙﾘﾊﾞ-ｼﾞｭｱｹﾎﾞﾉ)

火曜日 福井南ＲＣ(福井繊協ビル) 水曜日 福井北ＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) 木曜日 福井ＲＣ(ユア－ズホテル福井) 福井西ＲＣ(ﾊﾞ-ﾄﾞｸﾞﾘ-ﾝﾎﾃﾙ･ﾚｼﾞ-ﾅ)

Ｋ 福井ﾌｪﾆｯｸｽＲＣ(ｻﾞ･ｸﾞﾗﾝ ﾕｱ-ｽﾞﾌｸｲ) Ｋ 丸岡ＲＣ(丸岡城のまちｺﾐｭﾆﾃｨｾﾝﾀ-) Ｌ 福井水仙ＲＣ(福井パレスホテル) 三国ＲＣ(三国観光ホテル)
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小計 ￥     13,000　　
累計 ￥   824,000

にこにこＢＯＸ報告

日本事務局からのお知らせ
2018年1月のレートは、1ドル＝114円です
（1月レート適用は、1月1日（月）以降に弊局口座へ着金対象）

編集：会報委員会

テーマ卓話

卓話に期待して

　〃

　〃

　〃　刑務所長様と統括官様をお迎えして

ちょっと良いことがありましたので

大島　恒彦　会員
窪田　健一     会員
齋藤 多久馬　会員
牧野　友美　会員
岩尾　顕治　会員

　最近の我が国の犯罪情勢を見ますと、刑
法犯の認知件数が平成１４年をピークに
減少し、平成２８年末では１００万件（戦
後初めて）を下回る結果になるなど、治安の
維持に一定の改善が見られます。平成１８

年に全国刑事施設（刑務所・拘置所）の収容人員が昭和３１年
以降で最多となる８万人を超えて、収容率100％を超える過剰
収容が継続しましたが、これは政府が中心となって総合的な治
安対策を推進し、警察庁をはじめ関係省庁、地方公共団体、関係
団体、企業、地域住民が連携して取り組んだ結果であると言えま
す。
　しかし、日本全体の治安が安定した一方で、高齢・精神疾患等
の受刑者の増加という問題が生じています。平成１６年と平成
２７年の警察段階における刑法犯の検挙人員を比較しますと、
２０歳未満による少年犯罪は７割減少し、２０歳から６４歳ま
での年齢層でも２割から４割の減少となっているところ、６５歳
以上の高齢犯罪は３割の増加となっている現状にあります。
その背景には、社会全体が高齢化社会へと移行し、社会保障制
度などの我が国が抱えるあらゆる諸問題が根底にあるのだと推
察されます。
　当所は初犯（初めて刑務所に入所する人）を収容する施設で、

全受刑者の90％以上は初犯受刑者です。
その事から考えますと、当初に収容してい
る高齢受刑者は、高齢になってから罪を犯
したことになります。犯罪の背景には、心身
の健康の喪失、経済的基盤の喪失、社会
的つながりの喪失、生きる目的の喪失、配
偶者や友人との死別、家族内の問題など、個人によって原因は
様々ですが、釈放後の身元引受人がいない、住む場所が無い、
身体的に働けない人たちが多くいる現状を見ますと、受刑中に
生きがいづくり、生活、体力の低下防止・維持を目指した指導を
積極的に行い、社会復帰に当たっては、福祉施設などへの入所
も視野に入れて支援にあたることが再犯防止に重要であると考
えています。

　平成２８年１２月に「再犯の防止等の推進
に関する法律」が成立施行されました。国民が
犯罪によって被害を受けることを防止し、安全
で安心して暮らせる社会の実現に向けて、我
々国の機関と地方公共団体、民間団体との緊
密な連携協力が必要不可欠でありますので、
今後ともご理解、ご協力をお願い申し上げま

　　　　　　　　す。　

委　員　会　報　告
野呂　和夫　青少年奉仕委員長
　2月3日（土）8：00～鯖江市嚮陽会館に於
いて「こどもエコクラブ活動交流会」に行われ
る「いなわら工作」ワークショップの講師補助
依頼が来ております。お時間等ご都合のつく

方は、ご協力・ご参加いただきますようお願いします。

幹　事　報　告
川手　博明　幹事
　12月31日付で、熊野正巳氏が自己都合に
より退会されました事をお知らせします。
　2月3日の「こどもエコクラブ活動交流会」ワ
ークショップ参加依頼及び、2月9日「国際交
流座談会」夜間例会（18：30点鐘、会場：商工

会議所4階大ホール）の両日分の出欠確認をしております。
　4月8日「地区大会」（会場：京都市勧業館みやこメッセ・ウェスティ
ン都ホテル京都）の登録確認もしております。地区としましては、合
併をしたクラブとして大変関心を持たれている為、一層多くの登録
をお願い致します。
　「夢の懸け橋アジア太平洋プロジェクト」1/17午後4：50に関西
空港を出発しました。香港を経由しまして、本日4：30にメガネが現
地に到着しております。免税措置を受けまして、いよいよレンズの装
着段階となっております。進捗状況におきましては、現地から連絡が
入りますので、その都度インフォメーションさせていただきます。貨
物便について閲覧したい方は、お申し出ください。この2か月間、大
変な思いをしてやっとこぎつけたという気持ちです。
　地区より、合併について「ロータリーの友」に記事を掲載したいと

福井刑務所　所長

「矯 正 施 設 の 現 状」谷  口　晃  康　様

の事で、記事データを出してほしいと依頼がありましたので、清水広
報委員長に記事を提出していただきます。
　1月26日の例会ですが、ロシアで観測されたー65℃の寒気が来
週水曜から木曜にかけて日本にやってくるという事で、命の危険が
あるような場合は、来週の例会を持ち回り理事会で休会にするかど
うかを審議します。決まりましたら皆様にご連絡をいたします。
　地区大会の懇親会時に各クラブ紹介をするという事で、「合併」
「サバーンのお約束体操」「やっしき踊り」を紹介しようと思っていま
すので、後日理事会で協議します。
　次年度会長が、新しいメンバーの会員名簿に写真を載せたいと
いう事で、来週の例会から小部会員に特別お願いを申し上げまして、
写真を撮っていただくことになりました。例会15分前くらいにお越し
いただき、その都度に撮っていきたいと思いますので、よろしくお願
いします。
　先月、「歯周病について」という事で、小部会員のスタッフの皆さ
んに卓話をお願いしました。その時のマウスケアのサンプルが後ろ
にございますので、ご関心のある方は、お帰りの際お持ち帰りくださ
い。数に制限がありますので、早いもの勝ちでお願い申し上げます。

平鍋　忠幸様
作業統括


