
 

  

例会記録  

会員総数   45名  出席会員数 29名 

ゲスト      0名  その他      0名 

ビジター    2名  事務局      2名 

海外ﾋﾞｼﾞﾀ—  0名  出席率   65.91％ 

  ──────────────── 

12 月 18 日 Make-up後の 

出席率 77.78％ 
 
 

 

 

ニコニコボックス  

夫人誕生日：細谷会員（3 日） 年とともに強くな 

ります。 

       杉本会員（17 日） 地引会員（26 日） 

結婚記念日：地引会員（16 日） 

誕生日祝い：垣見会員（2 日） 地引会員（2 日） 

        薗会員（10 日）  奥会員（14 日） 

        乳井会員（18 日） 

内田会員：雪が降ってきました。 

 

 

 

次回予告  

第23回例会 2018.2.5（＃2192） 

 会場：舞の間 

 例会ホスト・紹介係  保科君 

       受付係  内田君   地引君 

       会費係   佐藤君 

司会者    須藤君 

ソングリーダー 鄭君 

 

 卓話 「米山梅吉物語」 

    講談師 一龍斎 貞花氏 

         紹介者 中谷君  

 

 

 

会長報告 

1） 先週は、合同例会として紀尾井町RCと一緒に交流を深めることが出来ました。 恒例の新年のご挨拶は本日行ない 

ます。 今日は、学校給食にはじめてカレーが出た日を記念してカレーの日だそうです。 

2）2019年度には、当クラブから、ガバナー補佐を選出しなければなりません。 ガバナー補佐に付いて、木元会員より 

  経験談をお話頂こうと思っております。 どのような立場なのか、また条件など、資料を配布いたしました。 自選多 

  選にかかわらずお申し出下さい。 

3）7～１２月入会者の皆出席表彰を行います。 

 27年：木元 22年：中谷 16年：地引 14年：植芝 8年：須藤 6年：浅野 5年：乳井 4年：荒川 飯嶋 薗 内田  

  2年：福田 後藤 会員 

幹事報告 

1)地区より、職場体験を受け入れてくださる企業を募集しております。受け入れ可能な事業所はお申出下さい。 

2）50周年記念誌用に、皆様の新しい顔写真と、50周年によせてのコメントを頂戴したいので、２月末までに 

 ご提出下さい。 

3）今夕、18：00～各委員長による、クラブ協議会を維新號で行います。委員長は時間厳守でお集まり下さい。 

4）今期の地区納めの会は 6月 12日となりました。 どなたでも参加していただけますので、ご予定に入れて 

 おいてください 

50 周年祝賀会まであと 133 日 

  前回の報告 

第 22回例会 2018.1.29（＃2191） 会場：舞の間 

例会ホスト・紹介係  杉本君   会費係     須藤君 

受付係   後藤君  藤谷君 

司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

 

卓話 「Life is so precious(人生もっと楽しく美しく)」 
三井不動産ﾘｱﾙﾃｨ上席ｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ 宮本佳代子氏 

紹介者 金田会員 
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 前回の報告 

第 21回例会 2018.1.22（＃2190） 会場：翠鳳の間 

例会ホスト・紹介係  秋山君   会費係     蔵本君 

受付係   若林君  駒井君 

司会者 薗君  ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 齊藤君 

 

卓話 「三役新年ご挨拶」 
久保田智也会長・新保雅敏副会長・荘村明彦幹事 

  

 

 
 

  2016〜17 年度年度 

国際ﾛｰﾀﾘｰ会長  John ･F・GERM  

          【今期のポリオ撲滅キャンペーン チャリティー公演】 
 国立劇場 三月歌舞伎 

    「増補忠臣蔵」～本蔵下屋敷～ 桃井若狭之助役：中村雁次郎（成駒家） 

  「梅雨小袖昔八丈」～髪結新三～ 髪結新三役：尾上菊之助（音羽屋） 

 



 
 

  
 

  

 

飲酒運転と飲酒問題 

東海電子㈱専務取締役 杉本 哲也氏（12/4卓話 保科会員紹介） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当社はバス、トラック、タクシなど運輸起業向けの飲酒

運転防止機器を開発しているメーカーで、この業界で１５

年間、専業でやってきました。企業における飲酒運転防

止活動は、アルコール検知器だけではなく、アルコールの

基礎知識から始めることが重要だという認識に至り、現在

は教育活動を重点的に行っています。 

さて、日本ではまだ 200 人以上が毎年死んでいる状況

です。飲酒事故が 4000 件、そして、路上で捕まるひとは

25000人もいるわけですから、潜在的には、30倍だとする

と約 100 万人くらいの潜在飲酒運転者がいるのではない

でしょうか。プロドライバーですら年間 100 件飲酒運転が

ある状況であり、飲酒という問題の根深さがうかがえま

す。 

当社はアルコールの基礎講座という教育プログラムを

実践しています。実際は 3時間くらいかけてやりたい内容

ですが、今日はダイジェストでお伝えします。世の中には

さまざまなアルコール飲料がありますが、基本「純アルコ

ール 20ｇ＝1 単位」と覚えてください。こうすることで、お酒

の種類に惑わされず、自分の適量を定量的に捉えること

ができます。たとえば缶ビールは 5%濃度の 500ｍｌが 1 単

位（20ｇ）で、これと同じ日本酒は、15%濃度の 1合となりま

す。まずはこの考え方を知ってから、「酔い」を定義しなお

したいと思います。酔いとは、アルコールという薬物・毒物

が、血中に入り、脳の血管から脳に異物がしみこんだ結

果、脳や理性が麻痺する状態のことです。言ってみれば

飲酒運転とは脳を麻痺させた状態で運転する、つまり薬

物運転のことなのです。 

飲酒運転は再犯者が多いと言われています。また、再

犯者は、アルコール多量摂取者が多いと言われていま

す。また、飲酒運転検挙書の上位は、企業経営者や士業

の方が多いという特徴があります。収入の少ないひとは

お酒を買う余力がないのに比べ、自由な時間、自由なお

金が多いからかもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

多量節酒は、アルコール依存症の入り口です。とくに、

寝酒の習慣のある方は注意が必要です。多量節酒を長

期間つづけると、アルコール依存症のリスクが高まりま

す。いったん重度のアルコール依存症になると、本人も家

族も悲惨です。断酒すればいいやという考えも甘いです。

断酒の成功率は３割といわれています。アルコール多量

摂取は、脳萎縮を引き起こし、認知症の一因にもなるとい

われており、注意が必要です。 

他国では、日本より飲酒運転が多く、米国では事故死の

３割は飲酒。ですので、飲酒しているとエンジンがかから

なくする機器を飲酒運転者に装着させる法令が定着して

います。 

暴力の陰にアルコールあり、自殺うつの陰にアルコー

ルあり。アルコールは、手軽に入手できる楽しい飲料かも

しれませんが、負の面は実際多くあるということを知る必

要があります。とくに、小中学校、大学でも、飲酒に関す

る知識は公式には教えられません。企業における飲酒教

育が、その意味で重要だとかんがえている次第です。 
 

クラブだより  No.22  

☆５０周年記念誌編集に伴い、皆様の新しいお顔写真 

とコメント（２００字以内）をお寄せください。  

締め切りは２月末です。 

☆３月１８日（日） ポリオ撲滅チャリティー公演 

  国立劇場での歌舞伎鑑賞です。 

チケットをご購入頂き、ポリオプラス寄付に是非 

ご協力下さい。 

☆２月１９日 オープン例会 

 ﾛｰﾀﾘｰにご興味のある方をお連れ下さい。 

卓話 「今さら聞けないインターネットの歴史」 

 ヤフー㈱執行役員 志立正嗣氏 
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