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≪司 会≫  杉田至弘 君

≪合 唱》  「我等の生業」

≪BGM》  「ラプソディ コィン・ブルー」

ピアノ アンドレ・プレヴィン

ピッツバーグ交響楽団
≪ゲス ト≫  なし

≪ビジター≫ なし

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

5月 10日 中嶋達郎 君

結婚記念 日

該当者なし

≪会長挨拶要旨≫

本 国は、河井会員 と大角会員の会員卓話があります
ので私のお話は簡単に致 します。

昨日ウォールス トリー トジャーナルに興味深い記事

がありましたのでご紹介を致 します。「走行中にテレビ

世界に類を見ない自動車運転習慣」とい うものです。

日本のオー トバ ックスはヵ―ナビゲーションシステ
ムを販売する際、カーナビの画面をテレビ画面に変換

する装置をセットで購入するように消費者に勧めてい

ます。これがあれば運転手は走行中に好きな番組を視

聴できます。オー トバ ックスの広報担当者は 「お客の

ニーズに応えるのは仕方がない」「改造を勧めているの

ではなく、選択が出来る様にしているだけで、見るか

見ないかは客にゆだねている」と話 しています。アメ

リカでは、ミニバンの後部座席でテレビを視聴するの

はよくありますが、運転席や助手席は稀で、多くの州

が運転席の視野に近い位置にテレビを設置することを

禁止 しています。 日本の企業は世界中にカーナビシス

テムを販売 していますが、現在 日本で販売されている

モデルだけにテレビ視聴用のチューナーが組み込まれ

ています。 ほ とん どの 自動車用品店で売つてい る

1,500円 から 3,000円程度の変換キットで一度ロック

を解除すれば走行中の視聴が可能となります。
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実際、走行中に運転手がテレビや DVDを視聴するこ

とはどれ くらい行われているのでしょうか ?運転中の

携帯電話による通話は (ハ ンズフリー以外では)禁止 さ

れていますが、これも実際には守 られていないケース

が多いようです。

警視庁によると、画面を「注視」 したことによる事

故は 2011年 に 925件だった。2009年から 10%増加 し

ているが、約 60万件の交通事故全体からすれば比率は

低いかもしれません。警察も携帯電話の取締 りは確認

しやすいが、カーナビ画面を凝視 しているかどうかの

確認は困難だとしています。

日本の道路交通法は国際的にも、血中アルコール濃

度はゼロパーセン トが基準であり、携帯電話も規制さ

れていて決 して緩やかな法律ではないのですが運転者

がテレビを見ることが出来ることは意外な感 じが致し

ます。大きな事故が起こらない うちに法律の改正か業

界の自主規制があった方が良いと思いますが如何でし

ょっか ?

≪新会員卓話 1≫

あいおいニッセイ同和損害保険帥 静岡支店長

河井哲也 君

保険に安 く入る方法を本音で紹介 します。

<自 動車保険>
新規で加入すると6等

級からスター トします

が、2台 目は 7等級か

らスター トとなります。

保険料の大きな削減が

できるのは 31歳以上

が一番安 いのです が

普通であれば子供は 7等級に加入 となるのですが、裏

技として子供の保険を例えば年齢問わずの 15等級に

つけ、私が 31歳以上の 7等級に入れば大幅な保険料削

減になります。他にノンフリー ト多数割引、長期優良

契約割引、ECOカ ー割引、新車害1引 、イモビライザ

ー割引、ハー トフル リサイクル保険、ゴール ド免許割

引などあります。また、例えば大学生の子供が違 う所に



離れて住んでいる場合、音であれば子供も車を使 うか

もしれないので年齢を問わずの保険に入る必要があつ

たが、最近では 31歳以上の保険をつけといて、子供が

帰ってきた時に車に乗つても年齢問わずの保険が利き

ます。プロの代理店の方も分からないケースもあるの

でよく注意 していただきたい。

<火災保険>
長期特約で一括で入つていただくと保険料の削減がで

きます。毎年毎年火災保険をかけて、銀行に預金する

のであれば、30年つけて銀行に預金を外してかけた方

が火災保険の削減にもなります。次に保険金額の部分

ですが、これも最近できたものですが、例えば静岡・

東京・北海道にそれぞれ建物が 1億のものがあり、今

までは合計 3億のものに保険料を払 う必要がありまし

が、今は同じ火災で同時に 3ヶ 所で火災にあうことは

ありえないので、1億の保険料だけかけていればいい。

これも保険料の削減になりますのでぜひ覚えておいて

ほしいと思います。

<セ ミナーでの話 >
カマスの理論 とい うものがあります。カマスは餌に執

着心があって、ものすごい勢いで食いつくが、ある時

水槽の真ん中に透明のガラスを入れ、餌があっても食
べれないようにするとカマスは餌をあきらめる。ガラ

スを抜き、餌を食べられるようにしても、カマスは餌

を食べに行かない。そのカマスに再度餌を食べさせる

方法はどうい うものが考えられますか ?答 えは同じ水

槽に別のカマスを入れ、別のカマスが餌を食べている

姿を見て餌を食べるようになる。企業もこのカマスの

ようにマンネ リ化 したら伸びない。同じメンバではな

く、新 しい新戦力を入れることでこのマンネ リ化 した

カマスがまた餌を食べるようになる。私も新入社員に

新 しいカマスになれ、マンネ リ化 した社員には古いカ

マスにはなるなとよく言つています。

≪新会員卓話 2≫

キリンピールマーケティング‖ 静岡支社長

大角晋朗 君

今日は「ビールのなり

たち」「ビールとのかか

わり」「ビールをもつと

楽しく」について紹介

します。
<ビールのなりたち>
ビールを一言で言うと

一般的には大麦の麦芽 。水・ホップを主原料 として使

い発酵 させたもの。缶 ビール 1本に必要な原料は麦

芽 :手のひら1杯、ホップ :花 5個、水 :約 3リ ット

ル。ビール と発泡酒の違いは、原料に占める麦芽の使

用率がビール 67%以上、発泡酒 25%未満 となつていま

す。新ジャンルには麦芽を使用 しないものと発泡酒に

スピリッツを混和したものがあります。ビールの賞味

期限は 9ヶ 月、1本あたりの酒税は 77円 、カロリーは

147k c a lと なっています。

<ビール とのかかわり>
「ビールの母は麦のおかゆ」湿つた麦をおかゆにして

食べたらおいしかったのが始ま り。ビール造 りの広が

りはメソポタミア・エジプ トからビールに関する石碑

や遺跡が多く見つかつています。 日本にビールが来た

のは江戸末期。明治の初めにはビール醸造所が横浜山

手にウィリアムコープラン ドによつて設立。これがキ

リンビールのルーツで、1888年キリンビールが誕生し

ました。大正～昭和初期にはカフェやビアホールがで

き、ビール党とい う言葉ができました。戦時下ではビ

ールの商標統制され、戦後の復興期では冷蔵庫の普及

により缶ビールが登場 しました。

ビールの消費量は、中国が第 1位、 2位がアメリカ

日本は 6位です。人口の多いところが消費量が多い訳

ですが、日本も高齢少子化の影響で量は減つています。

1人あた りの消費量はヨーロッパ (チ ェコ、アイルラン

ド、 ドイツ)が多く、 日本は 38位 (年間 140本 )。

日本人はお酒に強い ?弱い ?日 本人はアセ トアルヒデ

を分解できる能力が低 く、44%は飲めない体質。

<ビールをもつと楽 しく>
ビールは泡が大変大事で、泡があるからビールがおい

しい。泡によリガスが酸化 してしま うのをカバーをし

てくれる。またグラスによつても味が変わり、きれい

なグラスでは飲んだ後がしつかり残つています。

ビール飲酒は適量 1日 中ビン 1本 と言われてお ります。

飲みすぎには注意しましょう。またビール中ビン 1本

のアルコールが無くなるのに 3時間かか ります。 3本
飲むと9時間となりますので、次の日運転される方は

お酒を控えられた方がよろしいかと思います。

飲酒運転撲滅のため、ハン ドルキーパー活動をやつて

お り、車で来る方はキリンフリーを飲んで酒は飲まな

いようにしていただくことで、楽 しく飲みましょう。

≪スマイル報告》

戸塚敦雄 君   竹中工務店の河野雅一 さんと明治

安田生命の小山宏之 さんの入会に感

謝してスマイル致します。

古賀昭彦 君 5月 3日 、結婚記念のお花が届きま

した。今年は私も忘れず対応 しました

が、家内から “お花の方が素敵"と 言

われてしまいました。でも、私もチ ョ

ッピリ嬉 しかつたです。ありがとうご

ざいました。

結婚記念 日にお花をありがとうご

ざいました。紫の美 しいアジサイを愛

でながら祝杯をあげました。感謝 して

スマイル します。

5月 10日 、1年ぶ りの誕生 日です。

家族は祝つてくれないので、高齢者 1

人淋 しく両替町で呑む事 とします。

杉本幸子 君

中嶋達郎 君

≪出席報告》
会員数 出席 欠席 MU 完全欠席 確定出席率

5/9 56(53) 6

56(54)

4/25 56(54) 8


