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常 磐 重 雄
髙 橋　　浩
森 住　　等
栗 原 良 幸
小 林 秀 男

2017 ～ 2018　国際ロータリー会長　イアン H.S. ライズリー

ロータリー：変化をもたらす

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　三橋一皓君（8月1日）

点鐘　…常磐重雄会長

斉唱　…それでこそロータリー

ゲスト紹介

小山健太様

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・クラブ幹事・事務局対象「ＩＴ研修会」のご案内
8月10日（木）15：00 ～ 17：00　第一相澤ビル

◎公益財団法人ロータリー米山記念奨学会　より
・奨学生　出国届申請のメール通知の配信先につ
いて

◎大和中RC　より
・青少年交換留学生の支援金について

幹事報告

◎例会変更
・海老名欅RC
7月27日（木）→夜間例会　点鐘18：30
場所　オークラフロンティアホテル海老名3F
8月10日（木）→休会（クラブ定款による）
8月31日（木）→休会（クラブ定款による）

9月 7日（木）→移動例会（大欅清掃）
9月14日（木）→9月18日（月）地区大会に振替
9月21日（木）→夜間例会（海老名RC・海老名欅
RC合同例会）
点鐘19：00
場所　オークラフロンティアホテル海老名3F

・海老名RC　例会日程＆例会変更
7月24日（月）→夜間例会　19：00 ～ 20：30
オークラフロンティアホテル海老名
8月 7日（月）→通常例会　12：30 ～ 13：30
8月21日（月）→移動例会　
オークラフロンティアホテル海老名（メイク
受付）

9月 4日（月）→通常例会　12：30 ～ 13：30
9月18日（月）→移動例会　地区大会
9月25日（月）→　9月21日（木）夜間例会
（海老名欅RC・海老名RC合同例会）
オークラフロンティアホテル海老名（メイク
受付）

委員会報告

◎親睦委員会
来週納涼親睦例会を行います。

◎社会奉仕委員会
改めてのご連絡となります。あつぎ鮎まつり大花
火大会後の8月6日（日）6時30分から早朝清掃がご
ざいます。集合は本厚木北口となります。宜しくお
願い致します。

スマイル

森住　等幹事
来週の納涼親睦例会ですが、3年に1度の大祭になっ
てしまい。例会のみの参加になってしまいました。市

第2755回例会（7月25日）☆司会　前田賢一SAA

今日の例会（2017 年 8 月 1 日）

「納涼親睦例会」
担当：市川信也君

次回の例会（2017 年 8 月 8 日）

「クラブ協議会」
担当：常磐重雄会長
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例会 「適正飲酒 ～人とお酒のイイ関係～」

担当：井上　聡君
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有害物質アセトアルデヒドの分解酵素は

２種類⇒ ALDH1 と ALDH2
アセトアルデヒドを
素早く分解できる！

もし、ALDH2が欠損していると‥

アセトアルデヒドを素早く分解できない！

お酒に弱い

お酒の「強い」ｏｒ「弱い」は何で決まるか？
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平成２９年７月２５日
アサヒビール株式会社

適正飲酒
~人とお酒のイイ関係~
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日本人はお酒に弱い人種！！

人種ごとのＡＬＤＨ２欠損率
人種 欠損率

日本人 ４４％

中国人 ４１％

韓国人 ２８％

ﾌｨﾘﾋﾟﾝ人 １３％

タイ人 １０％

インド人 ５％

ハンガリー人 ２％

人種 欠損率

ﾅﾊﾞﾎｰ人(ｱﾒﾘｶ原住民) ２％

ドイツ人 ０％

イスラエル人 ０％

エジプト人 ０％

ケニア人 ０％

ｽｳｪｰﾃﾞﾝ人 ０％

ﾌｨﾝﾗﾝﾄﾞ人 ０％

出典：樋口進 編『アルコール臨床研究のフロントライン』より

※この遺伝的性質は「黄色人種」「モンゴル人種」特有のもの

川委員長には、親睦委員会の時にずいぶんお世話に
なっていたのですが…地域の氏子総代として祭の準
備から終わりまでガンバります。

壽永純昭君
本日午前10時より長徳寺本堂にてH29年度厚木市仏
教界総会を開催し。5年間の会長職を辞しました。
新会長には古沢の本照寺の須藤住職にお願いしまし
た。これからも厚木市仏教会をよろしくお願いしま
す。

前田賢一君
最近心配事が一つあります。大学2年生の次男は現
在、寮生活しています。2人部屋のルームメイトが、
イスラエルからの交換留学生なのですが、ゲイでし
た。家族の心配をよそに、とても仲良しみたいです。

栗原良幸君
カナダからの交換留学生だったリヴの日本での旅行
も今日で終り、明日夕方帰国の途につきます。2週間
の滞在中楽しい思い出を作ったみたいです。

芳澤　渉君
6/11（日）に受験しました。健康マスター検定（エキ
スパート）無事に合格通知が届きました。合格率は
54.1％ちょっと嬉しくほっとしましたのでスマイル
します。

髙橋　宏君
本日所用の為早退します。

今日のお花

百日紅（壽永純昭君）
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出席報告　＜会員 42 名、出席対象 40 名＞

7 月 11 日例会　　確定出席率 94.74％ 7 月 25 日例会　　出席 36 名　欠席 4名　出席率 90.00％
＜欠席＞
　石村哲也君・丸田隆弘君・杉山雅彦君・永石あつし君
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“酔い”とは何でしょうか？

ｱﾙｺｰﾙが興奮剤として作用？

健康的な飲み方

アルコールは麻酔薬と同じ

脳の神経細胞に働き、脳を抑制

おしゃべりになり、笑い、手足の運動が
活発になる等の興奮状態は、

脳が麻痺させられた
ひとつの段階
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血液の循環を良くする

緊張をほぐし、ストレスを解消する

お酒の効用

身体的効果

「適量のお酒は体に良い」

「飲酒と死亡率のＪカーブ効果」
（1981年にイギリスのマーモット博士の発表）

（参考） Ｊカーブ効果

全
死
亡
率

１日の飲酒量

１
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1. 談笑し 楽しく飲むのが基本です
2. 食べながら 適量範囲でゆっくりと
3. 強い酒 薄めて飲むのがオススメです
4. つくろうよ 週に二日は休肝日
5. やめようよ きりなく長く飲み続け
6. 許さない 他人（ひと）への無理強い・イッキ飲み
7. アルコール 薬と一緒は危険です
8. 飲まないで 妊娠中と授乳期は
9. 飲酒後の運動・入浴 要注意
10. 肝臓など 定期検査を忘れずに

適正飲酒の10か条

出典：社団法人アルコール健康医学協会ホームページより

‘しない’‘させない’‘許さない’未成年飲酒・飲酒運転
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純ｱﾙｺｰﾙで約20ｇの目安

中ｼﾞｮｯｷ
1杯

500ml
アルコール度5%

1合
180ml

アルコール度15%

ダブル1杯
60ml

アルコール度43%

小グラス2杯
200ml

アルコール度12%

缶1本
350ml

アルコール度7%

コップ半分
100ml

アルコール度25%

純ｱﾙｺｰﾙ量＝

飲んだ量

×ｱﾙｺｰﾙ度数

×ｱﾙｺｰﾙ比重
（0.8）
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①飲酒運転

②イッキ飲み

③妊産婦飲酒

④大量飲酒

⑤未成年者飲酒

問題飲酒


