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第 1129 回例会報告                             2 月   1 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会  2月    8日（水） 次週予告  2 月  15日（水） 

◎ソング 「奉仕の理想」 

             池田 美江 会員  

◎プログラム  クラブ協議会 

                 IM準備 1回目 

◎ソング 「四つのテスト」 

            田辺 朱希美 会員 

◎プログラム  クラブ協議会 

IM準備 2回目              

 

 

 

 

 

会長 山本 章太郎 

 

皆さん こんばんは。 

 

 電車に乗ろうと思って急いでいるときの残高不

足は、誰にでもある「イライラ経験」だと思いま

すが、JR東日本の「Suicaエリア」と JR西日本の

「ICOCA エリア」では、その「寛容さ」が全然違

うそうです。 

電車に乗る際の自動改札で、JR 西日本は IC カ

ードに１円以上入っていれば『ええよ遅れるやろ

下りてから払い～。』と通してくれるが、JR 東日

本は『初乗り運賃にも足りないチャージでどこへ

行こうというのかね？』と止めてくるそうです。 

東京圏の人たちは、ICカードの残高が足りない

ためにこれまで何度も改札で足止めをくらい、そ

のたびに電車を逃してしまったり、先に改札内に

入った友人を待たせたりしているそうです。 

でも、ICOCA エリア（関西）ではそんなことは

なく、とりあえず改札内に入って電車に乗ること

ができるということです。 

JR西日本の広報部に確認した人によると、 

「ICOCAエリアでは、カードに『1円以上』残高が

あれば改札内に入れます。」鉄道会社ごとにルール

を決めているので、ICOCA エリア内（近畿圏エリ

ア、岡山・広島・山陰・香川エリア、石川・富山

エリア）であれば、Suica や PASMO など他社のカ

ードでも同じように 1 円以上の残高があれば、改

札内に入れるそうです。 

言い換えると、カードの残高が初乗り運賃以下

の場合、Suicaエリアでは「ダメダメ！1駅分も入

ってない！」と改札でブロックされてしまいます

が、ICOCA エリアでは「しゃーないなぁ、降りる

ときでええよ。」と、とりあえず入れてくれるとい

う違い。なんとなく関東と関西の性質・雰囲気の

違いを表しているようにも思えて面白いですね。 

インターネットでは 

「先にチャージしておくのが全国標準じゃないの

か（困惑）。」 

「マジで？いいなあ、西日本。まあ、モバイルSuica

だとオートチャージあるけど・・・。」 

「JR西日本は優しいなぁ。
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「急いでいる時は西日本方式はありがたいです。

しかし、東日本方式なら、万が一財布を忘れてい

ても電車に乗る前に気づかせてくれますから、改

札から出られないという事態を免れます。（実際は

出られると思いますが・・・。）」 

といった声が寄せられているそうです。 

関西出身者でも「知らなかった」という人が大

半のようですね。 

 

今日の本は「一生食べられる働き方」 (PHP 新

書) 村上憲郎  (著)です。 

著者は、日立電子時代にミニコンの技術者とし

て働き、米国 DEC 日本法人に移ってからセールス

とマーケティングを担当し、さらに、外資系 IT企

業日本法人の代表取締役社長を歴任して、最後に

グーグル米国本社副社長兼日本法人の社長として

グーグルの日本での基礎を築き上げた人物です。 

さまざまな経験を元に「どうすれば食っていけ

るのか」「どうすればいい仕事ができるのか」とい

った若い人たちの切実な悩みに対してアドバイス

をしています。 

国際的な仕事をしたいのなら、英語を勉強した

方がいいというごくごく当たり前のことが書いて

あります。ところが、内容の伝え方が、上からで

もなく、下からでもなく、横目線でもなく、ごく

自然です。 

参考になったのは、アンカーマンの話でした。

質問に徹して自分の意見は控えるのがアメリカの

テレビ番組のアンカーマンの役目だというのです。 

ニュースキャスターが自分の意見を述べている

日本のマスコミとはかなり違うようです。 

著者自身も、知らないことは質問することが大

切だと思っているからでしょう。 

大変参考になりました。 

 

 

卓 話 

           蓮尾 春輝 会員 

「睡眠とは」 

睡眠：生命の維持に不可欠な能動的な回復促進的 

かつ順応行動的の神経生理的現象である。 

睡眠とは自然治癒力の中核 

 ほとんどの病気の背景に睡眠の量的不足または 

 質の悪さがある。男女共に 40才以降加齢と共に 

急速に質が劣化する 

睡眠：眠っている間に体は大忙しで疲れを取り傷 

んだ部位を修復する作業をしている。特に筋肉 

と脳を休めるために昼間とは全く異なる作業を 

行っている。レム睡眠という明け方にウトウト 

気持ち良く眠っている時、脳は大量のブドウ糖 

を消費する。（旅客機が飛行している時と格納 

庫に入り整備をされている時に例えられる） 

睡眠中は体にとって大変問題なことが起こって 

いるが、眠っているので誰も感じることがない。 

コンピューターの性能が飛躍的に高まり、睡眠ポ

リグラフ検査（PSG）が簡単にできるようになり、

初めて睡眠中にとんでもなく体に害がある現象が

起こっていることが分かって来た。 

睡眠時呼吸障害（SDB）の概念 

 睡眠時無呼吸症候群（SAS） 

＋上気道抵抗症候群（UARS） 

PSGを行うとはとんどのヒトに軽症以上の睡眠時

呼吸障害が認められる。 

←地球の重力が働いているので哺乳動物の宿命 

←睡眠時に、筋肉の緊張をゼロにした状態で毛細 

血管により代謝産物を除去している。 

寝るときの姿勢 

夜横になるときは、必ず脇を下に、横を向いて寝

なさい。仰向けに寝てはいけない。仰向けに寝れ

ば、“気”がふさがって、うなされることがある。 

・・一夜に 5回寝返りをうちなさい。 

・・夜寝るとき、のどに痰があれば必ず吐き出し 

  ておく。       

貝原益軒「養生訓」 

「人生の１/３はベッドで眠るのだから 

          睡眠を軽視してはいけない」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 
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○蓮尾 春輝 君 

 今日は、私の卓話で、必死で早く来ました。 

きっと、雨か雪が降るでしょう。 

 関学の村田先生ようこそ、ＩＭの講演よろしく

お願いします。 

 

本日のニコニコ  5,000円 

本日までの合計 763,817円  

 

 

□ソング 

「君が代」「Be a Rotarian」  

野木 久子会員 

□お客様 

村田 俊一（としいち）様（関西学院大学教授） 

 

□出席報告 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 34 3 31 20 2 70.97 

前々回 

1/18 
34 3 31 25 3 90.32 

 

□幹事報告 

阪神第 3グループ IMのお知らせ 

日 時 2017年 2月 18日（土） 

    13：00～13：30 登録受付 

    13：30～14：30 本会議 

    14：30～16：00 基調講演 

    16：15～16：45 笑いヨガ 

    17：00～19：30 懇親会 

 

場 所 宝塚ホテル 宝寿の間（新館 6階） 

登録料 1人 10,000円 

 

理事会報告 

①委員会変更の提案が次年度役員からありました 

②休会希望会員の会費低減の提案がありました 

①②ともに臨時総会にて検討します。 

 

 

１・２月誕生日の 

草野会員、石原会員そして田村会員です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

週間報告 

 今週の本 

「一生食べられる働き方」 

 (PHP新書) 村上憲郎  (著) 

 

 

 


