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四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか

本日のプログラム 鹿児島東ロータリークラブとの合同例会
18：30～　サンデイズイン鹿児島

寛容の精神で友情の絆寛容の精神で友情の絆

会員卓話「高齢運転者の免許更新について」会員卓話「高齢運転者の免許更新について」

会  長  の  時  間 宇都　和治
「ヒートショック」
　最近岩手県のある死亡事故が県の交通事故
死の２倍に増加したとのラジオ放送を耳にし
ました。なんだと思いますか？皆さん。「ヒー
トショック」という言葉の意味ご存知ですか？

「ヒートショック」による死亡事故のことです。
特集記事がありましたので、その新聞記事か
ら意味をご紹介します。
　寒い夜は自宅での入浴は楽しみですよね。
しかし危険と隣り合わせです。高齢者が入浴中に浴槽でおぼれ
る事故が多発しているそうです。つまり暖かい部屋から寒い脱
衣場、浴室へ移動しそれから湯に入るといった急激な温度変化
で血圧が大きく乱降下する。これによって心筋梗塞や脳梗塞、
不整脈などの重大な症状が引き起こされ、浴槽内で意識を失う
危険が高まり、死亡につながるという事です。このことをヒート
ショックと言うそうです。
　消費者庁が今、重大事項として注意を呼び掛けているそうで
す。同庁が先月発表した取りまとめによると、2014年に家庭の
浴槽で溺死した人は4866人。10年前に比べ1.7倍に増えているそ
うです。このうち９割が65歳以上の高齢者で、事故の約半数が
12月～２月の冬場におきているそうです。３月いっぱいはまだま
だ夜は冷え込みが厳しいから注意したいものです。そこで消費
者庁は入浴中の事故を防ぐポイントとして４点上げています。
①入浴前に脱衣所や浴室を温める。
②湯温度は41度以下で湯につかる時間は10分まで。

③浴槽から急に立ち上がらない。（水圧の変化で脳貧血を起こす）
④アルコールが抜けるまで入浴は待つ。食後直ぐの入浴も控える。
　調査によると安全な入浴方法の目安である「41度以下で10分」
を守っている人は42％と半数以下。入浴前に同居者にひと声か
けて見回ってもらっている人は14％。自分の入浴方法をチェッ
クし安全な入浴を心がけたいものです。
　又、有楽橋クリニックの林院長は医師の立場から注意を促し
ています。人間は温度差の激しいところで急に裸になると一気
に血圧が上がってしまう。ですから先に家族に入ってもらうと
か浴槽の蓋をしばらく開けておく、又シャワーのお湯を先にまく
などしてあらかじめ浴室を温めるなど工夫する。心臓弁膜症な
ど心臓病の人は、肩までお湯につかると水圧で心臓に負担がか
かることがあるので胸の半分までつかる。半身浴をして可能な
限り両足を伸ばし、我慢して長風呂しない。高齢者は自律神経
の調節がうまくいかないし、高血圧の薬を服用している人が長
時間お湯につかっていると末梢血管が拡張して、逆に血圧が下
がりすぎる。その時に急に立ち上がると血液が脳に届かず一時
的に脳貧血状態になり倒れてけがをしてしまう。頭を打つと最
悪の結果になる。又サウナの好きな人が多いですよね。皆さん
の中にもいらっしゃると思いますが、サウナは高血圧の人にとっ
ては「危ない場所」である。熱いサウナに入ると徐々に血圧が
上昇します。長時間入ると多量に発汗して入浴前に比べ体重が
減ったなどと喜んでいるが、汗をかいて水分が減っただけであ
る。その分血液が濃縮され、全身を流れる血液が減るので血圧
が逆に下がる。その後決まって水風呂にはいるとその瞬間に血
圧が急上昇するから要注意する。
　家族全員で「ヒートショック」から高齢者を守りましょう。

■ 「高齢者の安全運転のために」 平山　勢津子
１．高齢者の状況（鹿児島県・65歳以上）

　鹿児島県内の高齢者人口、高齢者の免許
保有率とも年々上昇しています。
　平成26年末の高齢者の実態は、

　・県民166万９千人に占める高齢者は、47
万８千人で28.6%

　・高齢者の免許保有者数は、免許保有者
112万６千人中26万人で23.1%

　・高齢者の免許返納数は過去最大の3,277人
となっています。
２．高齢者の交通事故実態

⑴　高齢者講習
　○講習の目的

　免許更新をする者で、更新期聞が満了する日の年齢が
70歳以上の者は、高齢者講習を受けなければなりません。
なお75歳以上の者は講習予備検査（認知機能検査）も受
けなければなりません。
　これは高齢者は一般に、加齢とともに身体機能の低下、
更には記憶力・判断力等の認知機能も低下する傾向にあ
り、高齢者の死亡事故率は、高齢者自らがこれらの状況
を自覚して、これに応じた運転をしていないことに起因
していると考えられています。
　そこでこれらの低下状況を自覚してもらい、それに応じ
た安全運転の方法について指導する内容の講習を義務づ
けることにより、高齢者の交通事故防止を図るとともに、
安全運転の継続を支援するために行うものであります。

○高齢者講習の内容
70歳以上の高齢者は、高齢者講習を受講して免許更新手

続きになりますが、75 歳以上の方は、
講習予備検査つまり認知機能検査があり
その結果は、
第１分類（認知症のおそれがある者）

第２分類（認知機能低下のおそれがある者）
第３分類（認知機能低下のおそれがない者）
に分類されます。
　現在、第１分類の者は、免許更新はできますがその後一定
の交通違反があれば警察で臨時適性検査を受け、医師の診
断で認知症と診断されれば運転免許の取消し等になります。
　しかし平成29年３月からの新しい制度の高齢者講習では、
認知機能検査結果で第１分類（認知症のおそれがある者）の
者は、即、臨時適性検査を受けることになり「認知症」と診断
されれば免許取消しとなります。又、更新後、全ての75歳以上
の高齢者は、信号無視等の一定の交通違反があれば「臨時認
知機能検査」、「臨時適性検査」、「臨時高齢者講習」を受ける
ことになります。今後は、高齢者の免許更新が厳しくなります。

⑵　高齢ドライバーによる交通事故状況（H22～H26）
　・曜日別では各曜日ほぼ均等に発生
　・時間帯では13 時、15 時が最も多い
　・昼夜別では昼に多発して約70％
　・事故の類型別では、車両単独事故が最も多い
　・年齢別では、75～79歳が最も多く30％、次いで80～84歳の26％
　・事故原因の法令違反は、操作不適が最も多く、その他の年

齢は前方不注意が最も多い
３．交通事故への対応
　・交通事故を起こして人を死傷させた場合は、自動車運転過

失致死傷罪に問われます。７年以下の懲役若しくは禁錮又
は100万円以下の罰金です。

　・酒酔い、酒気帯び運転中の人身事故は、刑事処分の中でも
限りなく重い刑が科せられます。

　・歩行者に対し横断歩道上の人身事故（歩行者用信号機が赤
など除く）は大半が起訴の対象となります。

　・死亡事故及び重傷事故で、専ら以外の場合は事故の状況によ
り大きく差が出ます。例えば、被害者が故意に横断禁止の道
路へ飛び出し、回避不可能の場合は不起訴処分となります。

　・不注意の程度が「専らJ と「専ら以外」の判断基準
　　事故を起こした原因が相手にも非があって起こした場合は、

不注意の程度は「専ら以外J で、一方的に加害者が原因で
ある場合は「専ら運転者の責任」となる。

前回例会出席率
80.70%



国歌斉唱：「君が代」
ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
食事：「米山ランチ」
会長挨拶：会長　宇都　和治君
誕生日お祝い（バースデーソング）：
　里　良男君（2日） 宮嶋　文昭君（3日） 尾立　六市君（4日）
　稲留　宏君（5日） 吉田　健朗君（7日） 前迫　実君（12日）
　竹添　寛君（13日） 加島　繁君（25日）
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　①月信 ３月号　②ロータリーの友 ３月号
２）掲示板
３）歯車会開催 3/13（日） 9：38スタート かごしま空港36カントリークラブ
４）3/9（水） RAC例会指名出席者
　　　　　 ⇒橋元・宮嶋・尾立・原田・小福田・奥　各会員
５）3/13（日） RCC例会指名出席者⇒丸元・大坪　各会員
６）本日定例理事会　例会後　於：開聞
７）市内ロータリークラブプログラム変更について
　  鹿児島東RC  3/31（木）  花見例会⇒クラブフォーラム（通常例会）

８）次週例会プログラム
　 ・鹿児島東RCとの合同例会の為
　　17日（木） 18：30～　サンデイズイン鹿児島
　　出欠回答まだの方、本日中に事務局へお知らせ下さい。
　 ・40周年実行委員会開催
　　17日（木） 17：00～　サンデイズイン鹿児島
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：広報・IT委員会「友の見どころ」
　　　　　  ホーティーハーさん転居のご挨拶⇒福山　孝子君
卓話：平山　勢津子君　「高齢運転者の免許更新について」
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前々回（２月22日）の補正

59名
59名

46名
46名

80.70%
80.70%

出席報告 会員数 出席数 出席率

会員卓話＝会長エレクト　丸山　修君　「PETS 報告」

3月7日のスマイル  小計 36,000円　2015～2016年度　累計 667,774円

加者、関係者、応援下さった皆様がおられるからこそ走りきれました。」と
ても良い経験をさせていただきました。皆様のお蔭です。感謝です。あり
がとうございます。そして打ち上げは、鹿児島マラソンの番組を録画し
ておりますので「ごはんのじかん」で語りましょう。会員皆さんで語り合
えたらと思います。
●福山　孝子君／本日、元米山記念奨学生として、当クラブでお世話し
ていましたホー･ティー･ハーさんがおみえになっています。ハーさんは、
昨年12月11日に鹿児島でご長男クオン君をご出産され、来週３月14日
にはご主人の就職初任地であります広島県福山市に新居を移されます。
ハーさんは、米山奨学生終了後も当クラブのローターアクト会員として
もご活躍なさっています。本日は会員の皆様へ、今までハーさんを共に
親しくかわいがって頂いた御礼を申し上げたいと思います。ありがとう
ございます！そして、皆様からハーさんへのはなむけのお言葉をかけて
頂きましたら幸いでございます。よろしくお願い申し上げます。
●吉田　健朗君／お誕生祝いありがとうございます。今日が誕生日で51
歳になります。誕生日を機に何かこころざしをもって取り組もうかとも考
えましたが、特別思いつかないので健康に気をつけ過ごそうと差し障り
のない目標をたてました。ついでになって申し訳ありませんが、昨日の鹿
児島マラソンご出場の皆さんにおかれましてはお疲れ様でした。
●加島　繁君／誕生日になると高田美和出演の「17才は一度だけ」の
テーマ曲をふと口ずさんでいます。「63才は一度だけ」響き、新鮮さはあ
りませんが63才を楽しんでいきます。
●鹿児島マラソン ファンランの部参加者／参加者は宮脇、稲留、高岡、
小福田、キャプテン上野、三島、カメラマン川路　各会員。鹿児島マラソ
ン無事終了しましたのでスマイルさせていただきます。昨日の天気予報
は雨80％予報でしたが、マラソンより雨で化粧落ちが心配な上野キャプ
テンの祈りが天に通じ雨も降らず快適でした。スタート地点で逆瀬川さ
ん。天保山新大橋付近で前迫さん。荒田八幡近くでデカい池畠さんの名
前入りプラカード持参で池畠さん。ゴールで中原さん、田中さん。要所要
所で皆さんの笑顔で元気をいただき楽しく走れました。余談ではありま
すが、今回交通規制でタクシーをひろうことができずに全員最後まで自
分の足で完走したことをご報告させていただきます。また、高岡、三島は
本日から筋肉痛で、あとのメンバーは明日ぐらいから筋肉痛予定です。第
２回大会もがんばります。ぜひ参加者が増えることを期待しています。あ
りがとうございました。

●小原　正信君／初めてのフルマラソン。周囲を走る女の子達に元気
をもらいながら何とか完走する事が出来ました。タイムはお願いですか
ら聞かないで下さい。応援ありがとうございました。
●本坊　修君／昨日の第１回市民マラソンでは、中央RCの皆様にはＴ
シャツ、応援有難うございました。又、商店街の方々には御迷惑をお掛け
致しました。盛り上がった市民マラソン大成功でした。
●前迫　実君／誕生日祝いありがとうございます。65才になります。あ
と十年現役でいられるように頑張ります。
●里　良男君／３月２日で満70歳を迎えました。まだ70歳です。誕生日お祝
い有難うございました。今年７月で出席免除会員の資格を取得できそうです。
●池畠　泰光君／初の鹿児島マラソン出場された皆さんご苦労様でし
た。我社も「社員５名」が出場しました。もちろんフルマラソンです。１番
目は３時間50分でした。以下５時間以内のゴールでしたが、１人だけ６
時間でゴールした子は皆が最後まで旗を振って待っていた事に感激の
涙を浮かべていた様です。出場する事だけでもスゴイと思うけど完走し
た事はもっとスゴイと思います。必ず今後の更なる挑戦の過程となるも
のと思います。「感動をありがとう！」又、優勝した村大輝君は我が母
校の後輩で鹿実の卒業生です。昨日は最良の一日でした。
●逆瀬川　尚文君／昨日、鹿児島マラソン大会が開かれ、無事終了いた
しました。中央ロータリークラブからエントリーいただいた会員の皆様、
そのチャレンジ精神に心から感謝し、敬意を表します。特に本坊修会員
のご年齢にもかかわらずフルマラソン完走には、心からの拍手を送りま
す。皆さんありがとうございました。
●稲留　宏君／お誕生日お祝い有難うございます。３月５日48歳になり
ました。今年の目標は「挑戦」。まさしくお誕生日の翌日に、記念すべき第
１回鹿児島マラソンに参加させていただきました。確か昨年10月だった
と思いますが、三島会員の無茶ぶりで「走りましょうよ！」のお声掛けに
乗ってしまいました。その時より約半年にわたり、プレッシャーを感じ毎
日過ごしてまいりました。いつから練習したらいいんだろう。FUN RAN 
8. 9kmですが全く自信がありませんでした。しかし、昨日はみんなで完
走する事が出来ました。かっこいいＴシャツも作っていただき、そして応
援にも来ていただきありがとうございました。走って気づいたこと、「一
人では到底走り続けることなどできず、仲間そして鹿児島マラソンの参

次 回 例 会　平成28年3月28日（木）

議　題
１）3・4月例会プログラム及び行事予定
　 4/4 会員卓話　石﨑信一郎君
　 4/18 ゲスト卓話  日本銀行鹿児島支店長
２）会計報告
　 ２月度試算表について・・・承認
３）市内RC会長幹事会より
　 分区行事分担ローテーションについて
　 変更は承認。　
４）会津若松西RCとの交流について
　 日程：平成28年6月3日（金）～5日（日）
　 行程を交流委員会で検討し、全会員に案内する。
５）40周年事業について
　 記念碑設置場所は市役所と協議中。

　 3/17 実行委員会 （午後5時～サンデイズイン）
６）下半期100％出席例会について
　 6/27とし、出席委員会（神野副委員長）と打ち合わせる。
７）連絡網について
　 年度ごとの変更を少なくするため、現在の連絡網の中に会長・幹事も含

み、後ろに新入会員を加えていくものを作成し配布する。
８）退会届について　・・・承認
　 川村浩嗣君　　平成28年3月31日付　　転勤のため
　 宮嶋文昭君　　平成28年3月31日付　　転勤のため
９）後援名義の使用依頼について（鹿児島南ＲＣ）　・・・承認
　 「第3回車いすバスケットボール南九州大会」
　 日時：2016年5月8日（日）　場所：鹿児島アリーナ
　 共催：宮崎東ロータリークラブ
10）その他
　 ①次回理事会について 平成28年4月4日（月） 13：30～ 於：開聞
　 ②次年度ガバナー公式訪問日程　10月17日（月） 12：30
　 ③あと３名拡大のために声をかけている。理事の方 の々協力をお願いする。

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成28年3月7日（月）
例会後　～　
宇都和治・深野木信
丸山　修・吉田健朗
小福田博・川畑英樹
橋元　隆・田中和俊
森園千廣・池畠泰光
前迫　実
宮脇謙舟・重久善一

４．おわりに
　皆様は免許を取得されてからこれまでに色んな場面を体験し、
判断力や操作能力等を経験により会得され運転のベテランであ
られると思います。しかし、ベテランだから安全運転者とは言
えません。ベテランであっても初心を忘れず、慎重に法規に従っ
た運転に心掛けている人もいれば、長年の経験にあぐらをかい
て、無謀な運転をする人がいないわけではありません。真のベ

テラン運転者とは、長い経験にあぐらをかき運転技能を誇示す
ることではなく、むしろ自動車運転の恐ろしさを知った上で自
分の性格や運転技量の程度などを自覚し、謙虚、慎重な運転態
度を身に付けている人のことだと思います。皆様、これまでの
経験を生かし慎重で冷静な判断力により、安全性を確保しよう
とする用心深い態度で安全運転をお願い致します。


