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退会のご挨拶
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宮﨑会長
皆さん今日は。
平成もあと一週間で枕詞となる平成最後の例会となりました。
今日は平出会員から退会のご挨拶をいただきました。平出
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会員は平成元年２月 21 日の入
会以来約 30 年間前橋ロータ
リークラブの活動にご尽力いた
だき平成 17 年には会長もお勤
めいただきました。私も入会時
に平出さんに病院にお出でいた
だき説明をいただきお世話にな
りました。これからもお元気で、
会員とも親しくお付き合いいた
だきたいと思います。代わりに
息子さんの武史さんの入会が決まっています。
さて会長報告ですが、４月 20 日土曜日館林東 RC の
35 周年式典がありましたが、私は所用があり出席できず
望月副会長、伊藤副幹事に出席していただきました。盛大
に執り行われたと言うことです。
また今日は会員満足度のアンケートの記入をお願いしま
すが、これは今検討中の長期戦略計画などの基礎になる物
ですので、忌憚ないご意見をご記入お願いいたします。
会長の時間
宮﨑会長
次は会長の時間です。今日は平成最後の例会と言うことで平
成の時代を振り返ってのお話しでもと考えましたが、既に新聞等
で取り上げられており、私の柄でもないので止めました。全く別
の話ですが先日東京で87歳の高齢者の運転する車が暴走し幼い
女の子と若いお母さん2人が亡くなるという痛ましい事故があり
ました。またも起きた高齢者の事故ということでマスコミにも大
きく取り上げられています。被害者の不幸と比べるのは不適切で
すが加害者にとっても一生を棒に振る大きな不幸な出来事です。
私も後期高齢者の仲間に入りそうな今、不安があります。
高齢者の事故を減らそうと国も免許更新の方法を決め2009年の
道路交通法改正以来75歳以上の更新には認知症検査が義務づけられ
て認知症の恐れ（第一分類）、認知機能の低下（第二分類）、低下
なし（第三分類）に分類され第一類認知症の恐れの人には更新1年
前から更新後信号無視など一定の違反があった場合は認知症専門医
による臨時適性検査が行われて認知症の診断が付くと取り消しなど
の対象となっていました。平成29年3月からは違反の有無に関わら
ず第一分類では臨時適性検査か医師の診断書が必要になり、認知症
と診断されると更新されないことがあるようになりました。また75
歳以上の人が運転中、信号無視など注意不足が考えられる違反をし
た時は臨時認知機能検査が課せられるようになりました。
これらの処置は当然ですが、実際に診断する医師にはストレスです。
その一つに認知症の診断は難しいことがあります。いく
つかの知能スケールが用いられていますが、ある程度進ん
でいればかかりつけ医でも診断は可能ですが、この数字の
何点以下が認知症と決まっているわけではありません。そ
してある程度判断力が落ちていても普段通りの同じ環境な
ら問題無く暮らしている方も沢山います。それに過疎化が

進んで公共交通が廃止されている地域では車が無いと日用
品の買い物もままならず暮らしていけない地域もあり、特
に群馬などはその傾向が強いと言えます。そのような状況
で認知症と診断し運転をさせないことは人生を奪うようで
難しいものがあり、結構ストレスがあります。
また逆に医師にとっては認知症で無いと証明することは
認知症であると診断するよりよほど難しく、結果的に事故
があったときはその責任が来るのではないかという心配も
あります。公安委員会は診断書のみを持って不更新にはし
ないと言うことですが、それでも民事訴訟を起こされる可
能性もないとは言えず結構ストレスです。
運転者の内で高齢者そのものが増えていることや、事故の半
分は認知機能低下がない人が起こしていることを考えると、果
たして認知症が何処まで事故の原因なのか難しいところもあり
直接的に高齢者の認知機能低下が事故増加の原因になっている
という実証研究も有りません。しかし確かに直感的には高齢者
の認知機能低下が事故の要因と言うことを感じて運転免許の自
主返納をする人が増えているといいます。私は個人的には80
歳くらいが免許証を返納するタイミングじゃないかと思います
が、それにしても老化や認知機能の低下は個人差も大きく一概
には決めにくいです。前橋市では返納者にはタクシー券の配布
を行ったり、バスの割引券を配付したり、他にもサービスを提
供し返納を勧めており利用者もずいぶん増えているそうです。
しかしすぐに使えない不便や補助の上限がありなどもあり、な
かなか返納しにくい人が居るのも事実です。市としてもまた循
環バスを作り自家用車がなくても生活できる環境づくりを勧め
ていますがさらに、高齢者が自分から進んで運転免許を自主返
納し、地域の交通安全が図れるようにするには、クルマ以外の
生活の足が確保でき、「クルマがなくても、生きていける」街
に変えなければならないと言う意見に賛成です。
また世界では高齢者用の限定免許制度がある国もあると言う
ことで日本も2年前から自動ブレーキ付きに限る限定免許制度
創設の検討が行われたと言うことですが先日の報道では中止に
なったと新聞に有りました。どうしてでしょうか。しかし最近
では小さな車でも自動ブレーキ付きが増えてきています。この
装置があると保険料も安くなるので今後は必須になっていくの
ではないでしょうか。個々の家庭では高齢者に免許証を返納さ
せようとしてもなかなか応じてもらえないようです。そして有
る調査では自分の能力であれば危険は回避できると考えるのは
60代から急速に増えて、80歳代ではなんと53％の人がそう感
じているのは認識不足が間違いです。だから高齢者が自分の運
転能力を判断するのは無理があります。時々は家族が同乗して
チェックする必要があります。チェック項目は
①センターラインを越える
②路側帯に乗り上げる
③車庫入れに失敗する
④ふだん通らない道に出ると、急に迷ってしまう
⑤ふだん通らない道に出ると、パニック状態になる
⑥車間距離が短くなる
などです。
若い会員は親の免許返納を勧めている方もいらっしゃるかもしれませ
ん。自尊心を傷つけずに説得するのはなかなか難しいということです。
とりとめなく思いつくままお話ししてきましたが、これは
この問題に関する私自身の考えがまとまっていないからです。
老年の悲劇は老いているところにはなく、まだ若いと思
うところにあるという言葉があります。ゆめゆめ自分の能
力を過信しないように気をつけたいと考えています。
幹事報告
温井幹事
１、 ４月30日（火）は、定款８条１節－Cにより休会となります。
２、事務局は４月27日～５月６日が休暇となります。休み中
に急用が生じた場合は幹事の温井までご連絡ください。
３、次回の例会は５月７日（火）、クラブフォーラムです。

場所は群馬銀行本店例会場で
す。11時から事務局にて新会
員オリエンテーション、11時
半から理事会を行いますので
よろしくお願いします。
４、５ 月７日の例会は大型連休明
けの初日です。ちなみに昼食
は鰻です。今週中に昼食の発
注、会場の設営を行う都合上、
早急に出席者数を確定したいと思います。本日、事務
局よりFAXを送信しますので早めに出欠席のご回答を
お願いします。
副幹事報告

例会変更：前橋北RC、前橋東RC、伊勢崎東ＲＣ、
沼田RC、富岡かぶらRC、桐生西RC
出席報告
出席委員会
会 員 数：119名

{ 出席者
欠席者

70名
49名

本日出席率：63.06％
前々回訂正：79.31％
二コニコ BOX 報告

  

■山田 邦子…セルべロータリークラブ オイドブ・バト
ゲレル会員と国立大３病院の医師３名の方のご訪問
を歓迎します。
■斉藤 美絵…本日はご注文
を賜り、誠にありがと
うございます。福島委
員会のご提案で、本日
は３種類のお食事をご
用意致しました。お口
に合うと幸いです。
今後とも、宜しくお願い致します。
肇…先週４/17 日結婚記念日として立派なお花を、
■荒木
会長さんより頂き、ありがとう御座いました。もうすぐ令
和の時代を迎えようとしておりますが、結婚したのが遠い
遠い昭和の事であり、東京オリンピックの前年であった様
な記憶があります。家内の仏壇に供え、報告いたしました。
伊香保国際カントリー
■手塚 芳信…４月21日のゴルフ例会、
でいい天気と桜、メンバー、ハンディに恵まれ久しぶり
に優勝する事ができました。ありがとうございました。
■井口 治彦…前橋放送局の新年度のパンフレットができ
あがりました。今年度もよろしくお願いします。
■紺  正行…本日の上毛新聞の「この人」欄に群馬弁護
士会の会長に就任した記事を掲載していただきまし
た。この１年間、会長の仕事のため、例会の欠席が
多くなりますが、お許しください。
■平出 昌男…本日の例会を以って退会をさせて頂きます。
30 年の長きに亘り親しくご厚誼、お力添えを頂い
たことに対し心よりの感謝と御礼を申し上げます。
前橋ロータリークラブ、会員企業のご発展、皆様の
ご健勝を心からご祈念申し上げます。
会員満足度アンケート

４月ゴルフ例会
伊香保国際 CC
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豊章
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宣彦
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※クラブ会報は会員の敬称は略させて頂きます

