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本日の出席率８０.９％：会員数４２名・出席３２名・欠席８名・出席規定免除会員２名・ビジター１名

前々回の修正出席率１００％：出席３１名・メークアップ９名・出席規定免除会員１名

　共に歩み５０年 ・ 金婚夫婦物語

「思いやり更に強く」 西日本新聞

にほほえましい記事が掲載されて

いました。 芥川パスト会長おめで

とうございます。

　皆さんこんにちは、 駐日大使の

車が何者かのに襲われ、 日本国旗

が盗まれたとニュースがありました。 国内の政治の乱れが、 外国

の外交戦略に利用されているのではないかと思います。 国内政

治の安定化 ・ 正常化を願うばかりであります。

　先日運行管理者講習会があり受講してきました。 運行管理者

の業務について説明してもほとんど関係しませんので、 その中

の飲酒について述べたいと思います。 お酒を受け付けない人は

約１０％、 ほんとうは飲めない人は約３０％、 飲める人は約５０％

～６０％いるといわれております。 ここで大事なのは純アルコー

ル約２０ｇが１単位だということです。 お酒の種類で言いますと

ビール５００ｍｌ・日本酒１合 ・ ウイスキーＷ１杯 ・ ワイン小グラス２

杯 ・ 焼酎コップ半分ぐらいが１単位という計算になるそうです。 こ

の１単位のアルコールが体内に留まる時間の目安は、 ４時間。

すなわち体内で処理するためには４時間かかるということです。

また、 毎日３単位の飲酒を続けると、 生活習慣病になる確率が

増え、 脳出血 ・ ガン ・ 肝硬変など生命にかかわる病気になる確

率が高くなり、 脳の老化がすすみ、 アルコール依存症になる恐

れも高くなります。

　

　ここで皆さんに問題ですが、 「送別会でビール中瓶２本 ・２次

会で日本酒２合を夜１１時半まで飲んで、 タクシーで帰宅、 翌

朝６時ごろ起床して日課のジョギングをし、 シャワーを浴びて７時

半に車で出勤。 一時停止違反でつかまりました。」 酒気帯び運

転をしたことに 「なるか ・ ならないか」 という質問です。 皆さんは

どちらになると思いますか。 答えは 「酒気帯び運転になります。」

ビール中瓶２本 ・日本酒２合て４単位の飲酒になります。 体内処

理には１６時間かかります。 この方は飲酒して８時間しか経過し

ていないので体内処理はしていないということです。 実際飲酒

運転で免許取り消しになった人の約６割が３単位飲酒者となって

います。 我がクラブにも 「お酒を飲める人」 がいっぱいいると思

１．例会変更
　　佐世保南ロータリークラブ

９月２１日 （金） １２：３０→１８：００～

　　　　ハウステンボス ロイヤルクルーザー｢デハール」

　　　　観月例会のため

２．来　　信
・国際ロータリー

ザ ・ ロータリアン　２０１２年９月号

・ガバナー事務所
①社会奉仕セミナー開催のご案内

　日時　９月１６日 （日） １３時３０分開会

　場所　西九州大学　神園キャンパス

②９月のロータリーレート　１ドル＝８０円

③米山奨学生卓話に関するお願い

・佐世保東ロータリークラブ
第３回市内ＲＣ会長 ・ 幹事会議事録

３．伝達・通知
○９月８日 （土） 佐賀マリトピアにて、 地区職業奉仕部門セミ

　 ナーが開催されます。 川﨑洋一職業奉仕委員長と幹事の

佐世保ロータリークラブ　　　　　　　 　土井　弘志様

います。 アルコールを体内処理するのには時間が相当かかると

いうことをお忘れなく。 ロータリアンとしても社会人としても飲酒運

転でつかまりますと 「社会的制裁がひどい」 ということを認識し

ていただきたいと思います。

　

　また、 お知らせですが納涼例会で 「賞品」 としてお渡しした回

数券 ・ 金券が発売を中止しなければならなくなりました。 いまお

手許にあるものは使用していただいていて結構です。 無効に

なって使えなくなるということはありませんのでご安心ください。

挨拶を終わります。
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本日の合計　　　　   13,000 円

本年度の累計　　　239,000 円

　昭和２９年８月　３日　田代　博之君
　昭和１３年８月１４日　牟田　憲市君
　昭和１９年８月２１日　西村　浩輝君
　昭和３６年８月２１日　後田　明子君

佐世保ロータリークラブ　土井弘志様
　初めての訪問でお世話になります。

四元清安会長・大久保厚副会長・前田眞澄前幹事
　今週９月２日は、 本年度第１回中央会となっています。 準備

　 をしていただいています田雑中央会長、 南部幹事、 お世話に   

　 なります。 武雄 ・ 嬉野カントリークラブといえば四元会長が名

　 誉の負傷をした 「いわく付のゴルフ場」 です。 皆さん傷だけは

　 充分注意してプレーしましょう。 本日の卓話、 佐世保市消防

　 局長 永田洋二様、 宜しくお願いいたします。 
坂井智照君・池永隆司君
　佐世保市消防局長 永田洋二様のご来訪を歓迎いたします。

　 本日の卓話宜しくお願いいたします。

本田実君
　日頃から消防署にはお世話になっている私です。 永田洋二

　 消防局長のご来訪を歓迎してニコニコします。

芥川浩一郎君
　８月２４日の西日本新聞にて私の 「金婚式」 を紹介されました

　 ので、 ニコニコです。

牟田憲市君
　誕生日祝い、 ありがとうございました。

西村浩輝君
　前田幹事、 花束ありがとうございました。 尺八演奏会、 出番 

　 が終わった後で残念でした。 奥様にも宜しくお伝えください。

　 今後もありますので期待して下さい。 ありがとうございます。 　

　 感謝。

田雑豪裕 中央会 会長　
中央会の案内

　 ・ ハンディキャップについて　　過去一年分の平均×０.８

　 ・ 組合せについて

　 ・ 取り切り戦について

　 ・ 年６回開催するので、 場所を毎回変える。

　　　　前田が出席の予定です。

○９月１６日 ( 日） 佐賀市の西九州大学 神園キャンパスで地  

　 区社会奉仕セミナーが開催されます。 当ク ラブより出向さ

　 れております坂井智照地区社会奉仕委員長、 崎山信幸

　 社会奉仕委員長と幹事 前田が出席予定です。

 ○芥川浩一郎君の金婚式お祝いの記事が新聞に掲載され

　　ておりましたので、 ご披露させていただきます。

田端茂君
　早退します。

馬場貴博君
　本日も離島より戻り、 再び生月に戻ります。 ２週連続の早退

　　お許し下さい。

佐世保市消防局 局長　永田 洋二様

■ ゲ ス ト 卓 話 ■

　今日は 「これからの消防」 と題して皆

様と共にどう歩んでいくかについてお話

します。 まず、 ロータリーとの関わりは、

佐世保東ロータリークラブ主催のバスケッ

トボール大会で 「奉仕の理想」 を編曲

して演奏しており、 身近に感じている次

第です。 今日は、 資料と映像を見ながら説明していきたいと

思います。

事業所と地方公共団体防災協力関係
１地域での防災活動は重要

　　災害や事故の現場では、 初期消火、 救出、 救護、 避難

　　などの活動をより早く開始することで被害の拡大を抑えるこ

　　とができます。

２　「自助」 「共助」 「公助」

　　日本火災学会の調査によると、 阪神 ・ 淡路大震災で生き

　　埋めとなった人や閉じ込められた人のうち９割は自力、 家族、

　　そしてその場に居合わせた人々により救出されたと言われ　

　　ています。

３　スーパーマーケットでの取り組み

　　このスーパーマーケットでは、 市役所と防災協力協定を結

　　び、 災害時には物資の提供や被災者のために避難地とし

　　ての施設を提供することとなっています。

　あなたが初めて発する音色は知っていますか。 ・ ・ ・ 動物

も人間も初めて発する音は「あ」でラの音なのです。 それによっ

て、 「おはようございます」、 「ありがとうございます」 など人の

耳にとって挨拶が違和感無く出来、 人間関係もスムーズにな

りますので、 皆様の事業所でもでもこの挨拶を取り入れて下さ

い。

新時代に即した消防の在り方
（1） 消防に期待される役割

（2） 消防の地域防災体制の確立

　　1） 常備消防の役割

　　2） 自主防災組織の役割

　　3） 事業所の役割
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　4） 地域コミュニティの役割

災害に強い社会整備に向って！
（1） 災害リスクの高い日本の国土

（2） 今そこにある危機、 大規模地震に予測と備え

（3） 緊消防援助隊！世界で活躍する国際救助隊システム！

（4） いざという時に、 頼もしい救助の専門部隊！

（5） コミュニティを活性化させて地域を防災 （自主防組織）

（6） 災害対応のための情報システムの導入と活用

（7） 災害に強い消防防災通信ネットワークの整備

日本の消防防災ネットワークは！
（1） 全国で活躍する１０７万人超の消防最前線！

（2） 火災発生１年間４万６千件を救急発生１年間　約５２０万件

　　　への適時適切対応！

（3） 地域に根付いた消防団の幅広い活動展開！

      ・ ボランティアリズムの精神が輝く活躍

      ・ 期待される女性消防団の活躍

      ・ 多様化する消防団活動

　      機能別消防団員 ・ 機能別分団の活用

      ・ 地域の優れた活動の輪を広げたい

　今日、 お配りしている資料で、 「自主防災組織の輪を広げ

ましょう！」とあります。 佐世保市に６００自治会があり、約４０％

の自治会に入ってもらっています。 いずれは全自治体に入っ

てもらいたいと思っていますが、 年々消防団員の数が減って

おり、 出来れば企業として皆様にもご協力頂ければと思いま

す。 目指しているのは地域の防災力の向上です！

企業の社会責任（貢献）のサポート！
（１） 消防訓練による地域での会社の安全性広報！

（２） 従業員への AED 等救命講習！

（３） 事業所勤務者の社会的貢献

（４） 事業所のメリットの助成

　AED 等の救命講習については、 いつでも我々に言って下さ

い。 我々は３６５日、 朝、 昼、 晩、 勤務していますので、 皆

様の御都合の良い時間に開催出来ます。

企業責任等 CSR の活用
　地域と消防が防災について行動することで、 従業員にも防災

の意識が芽生え、 企業姿勢としても地域に貢献出来ます。

消防団員の地域防災リーダーとしての活動！
消防が目指すものは！
（１） コストダウン意識 ・ ・ ・

    ①経費の節減 （事業所、 外郭団体、 消防団等）

    ②予算の効率化

    ③患者予後のメリット

    ④健康保険財政 （納付、 支出抑制） への効果

（２） 生産性の工場意識

（３） ハードからソフトへの事業転換 ・ ・ ・

　　①先端技術に追いつけない

　　②防災、 火災救急予防講習の推進！

　　③アナログ的事業の普及促進！

　　④安心安全な唯心論

　　⑤デジタル化の利用促進

（４） 効率的なマンパワーの活用 ・ ・ ・

　　　①年間１８００時間の有効利用

　　　②隔日勤務の特性利用

　　　③消防団を含む外郭団体の協力推進

　　　④帰属意識を醸成した活動推進

　今後、 何かにつけて救急の話でも要望があればさせて頂き

たいと思っています。 本日は、 私が参りましたが、 他にも男

性職員、 女性職員でも話をすることが可能なので、 これから

もよろしくお願いします。

ＳＡＡ：牟田憲市君／音響：指山康二君
次回例会／９月６日１２：３０～

次回献立／月見弁当
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