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野中　敏昭　会長
　皆様こんにちは。
12月7日は二十四節
気の一つ『大雪』（た
いせつ）です。大雪に

は雪が激しく降り始めるころという意味があり
ます。陽はさらに短くなって寒さが増し、冬が深
まっていきます。明るい時間が短くなりますの
で、時間をたいせつにお使いください。
　さて、例会に欠かせないのは、ロータリーソ
ングですが、ロータリーソングはなぜ歌うので
しょうか。クラブ定款にも、細則第 13 条「議事
の順序」（例会次第）にもロータリーソングを歌
えとは書いてありません。ロータリーの 100 年
を越える歴史において、「歌を歌うこと」を始め
た人物は、 1905 年にロータリーが創立した

ロータリーソング
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(株)ユピテル　金沢事務所

島  貴司  様・大橋会員

時に創始者ポール・ハリスら最初の会員 4人に次いで5
番目にロータリーに入ったハリー・ラグルスでした。1907 
年、ロータリー誕生後 2 年目にポール・ハリスがシカゴロ
ータリークラブ第 3 代目の会長になった頃、ささいな意
見の相違が次第に大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出
席率も低下するという事態が起こりました。親睦派と奉仕
派との間に意見が対立し、時の親睦委員長の医師ウィリ
アム・ネフは、「このままではクラブは崩壊する。君が毎週
立ち上がり、楽しく歌ってこの危機を救ってくれ」と印刷
屋のハリー・ラグルスに懇願します。ラグルスは当時流行
っていた歌を何曲か音頭を取って歌って以来、クラブの
団欒は甦り、これが何年も続いて、例会での合唱はロータ
リーの伝統となりました。
　日本最初のロータリークラブは、 1920 年創立の東京
ロータリークラブですが、初めの頃は「ロータリーソング」
として英語のまま歌っていたそうです。やがて、日本語に
よるロータリーソングを求める声が高まり、「奉仕の理想」
や「我等の生業」が昭和 10 年（ 1935 年）に京都におけ
る地区年次大会において日本語ロータリーソング入選作
として発表されました。戦争中は「君が代」の斉唱が始ま
りました。昭和 24 年（1949 年）日本は国際ロータリーに
復帰しますが、昭和 26 年（ 1951 年）にロータリーソン
グが募集され、「手に手つないで」が作られました。これは
、昭和 27 年（ 1952 年） 7 月から、日本のロータリーが 
2つの地区に分かれるという事態にあたり、これからも友
情を確かめ合い、手に手つないでいこう、と誓い合った歌
です。「それでこそロータリー」も古く、昭和 28 年（ 1953 
年）に誕生しています。
早く新型コロナが終息して、皆様と大きな声で早く斉唱し
たいものです。
　ところで、皆様ご存じとは思いますが、新型コロナの景
気対策で、GO TOトラベルで旅行する方が増えておりま

野中　敏昭　会長
　先週発表の、次々年度会長
候補者大橋良史会員及び次年
度理事候補者梅田吉臣会員・
幸道森市会員・清水康弘会員・

岡本圭子会員・吉田俊博会員・孝久治宏会員の６名と、
会計西尾俊一会員・副幹事野呂和夫会員の2名の候補
者について審議します。　全会一致にて承認されました。

大橋良史次々年度会長挨拶
　ご承認頂きありがとうござい
ます。若輩が鯖江RC会長を担
いますので、皆さんのご協力を
頂き、勉強しながら頑張ります。

す。このGO TOトラベルの補助額は、事業や給与以外に
得たお金を指す「一時所得」にあたります。他には懸賞や
福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、ふるさと納税の
返礼品なども、これに含まれます。
『ただし、課税対象になるとはいえ一時所得については、
所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されるこ
とから、他の一時所得される金額と Go To トラベル事業
による給付額との合計額が年間 50 万円を超えない限り
旅行者個人の課税所得は生じません。』
一時所得の合計が50万円以下なら税金はかからない、
というわけです。GoToトラベルの補助は最大2万円です
から、50万円÷2万円=25、つまり1泊4万円～の旅行に
25泊以上行った人だけが気にすればいい計算になりま
した（GoToトラベル以外に一時所得がなかった場合）。
Go To Eat、住まい給付金も対象になります。
　ちなみに、私たちが受け取った10万円の特別定額給
付金は「非課税」所得なので、どうぞご安心を。
ご清聴ありがとうございました。

「ドライブレコーダーの重要性とその機能について」

会場：サバエ・シティーホテル２F

新年家族例会

会場：サバエ・シティーホテル２F

注：12月25日及び1月1日の例会は休会です
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（12月レート適用は、12月1日（火）以降に弊局口座へ着金対象）

日本事務局からのお知らせ
2020年12月のレートは、1ドル＝105円です

にこにこＢＯＸ報告
島さまの卓話を楽しみに

卓話に期待して

　〃　本日はよろしくお願いします

　〃

　〃

　〃

　〃　

大橋さん　ガンバ！ファンクラブより　島様よろしくお願いします

大橋会員卓話ありがとう　島様のドライブレコーダーの話楽しみです

早退します

　〃

野中　敏昭　会員
瀧ヶ花 秀晃　会員
大橋　良史　会員
齋藤 多久馬   会員
窪田　健一　会員
孝久　治宏　会員
木村　明　　会員
瀧谷 えみ子　会員
梅田　吉臣　会員
大島　恒彦　会員
幸道　森市　会員

瀧ヶ花　秀晃　幹事
・来週の例会は、忘年夜間例会となります。会場はサバ
エ・シティーホテル2階です。例会開会は18時です。
・12月第4例会（12月25日）と1月第1例会（1月1日）は
定款第8条1節により休会とします。

・1月第2例会の新年家族例会は1月9日（土）に開催します。会場はサバエ・シ
ティーホテル8階です。例会開会は12時です。開催案内は後日送信します。

幹　事　報　告

(株)ユピテル　金沢事務所

島  貴 司   様 ・ 大 橋   会員 「ドライブレコーダーの重要性とその機能について」
会員＆
ゲスト
卓 話

委　員　会　報　告
大橋　良史　親睦委員長
・12月18日18時よりサバエ・シティーホテル2階で、忘
年夜間例会を行います。新型コロナ対策しながら
「手品家」さんのマジックショーを考えています。
・1月9日12時より家族新年例会を行います。サバエ・
シティーホテル8階と2階を押さえました。アトラクショ

ンは未定ですが、「ポリオ撲滅チャリティーオークション」を試みようと思います
ので、皆さんの出品を安価か寄付でお待ちしています。

品があれば搭載。・バッテリーへの負担が減れば搭載
。
その他：新車の標準装備になれば搭載。・機種に迷う
ので、国の推奨や認定機種が出来たら搭載。
搭載のメリット：交通事故の証拠となる
　事故検証の時、相手方が違う証言をしたときドライ
ブレコーダーが証拠を残していて揉めたり泣き寝入りを防げます。
搭載のメリット：あたり屋対策
　故意にぶつかってくる交通事故を装った詐欺の明確化に役立ちます。
搭載のメリット：あおり運転の対策
　今日の新聞で、石川県で初めてあおり運転逮捕者が出たと報道されていまし
た。後方撮影が出来るものなら、事故以外にもあおり運転被害の証拠としても
使用できます。証拠があれば相手の免許を停止させたり、相手にドライブレコ
ーダー搭載が分かれば未然に防ぐこともできます。
搭載のメリット：安全運転の意識を高める
　元々は、国が助成してバス・タクシー・トラック等に導入を進めた物なのです
が、搭載することによって安全運転の意識が高まるのか、事故率が低くなります
し、何かあっても運転の指導にもつなげます。
搭載のメリット：趣味として
　よくニュースで自動車事故の映像やあおり運転の映像が流れていますが、そ
れらの映像のほとんどがドライブレコーダーによる撮影のものです。ドライブ中
に隕石が飛んできたとか、飛行機がギリギリまで飛んできて事故にあわずに済
んだとかです。また、旅の思い出を家に帰ってから動画で楽しむ事もできます。
　事故の多くは「側面」「後方」が7割強です。最近は価格も安くなってきまして、
２カメラや360度見渡せるタイプが主流になりつつあります。
ドライブレコーダーの選び方3つのポイント
１「広く」撮れるか：撮影範囲を広げて死角を減らしましょう！
２「キレイ」に撮れるか：記録画素数が画質の良さに大きく影響します！
３「明るく」撮れるか：暗い場所でも鮮明に映像を記録！
※気を付けてください！　ドライブレコーダーの映像を定期的に確認しましょう
　　　～SDカードの異常により映像が記録されていないことも～
・約9割の人が、事故やトラブルの際の記録用として取り付けていた
・映像を確認したことがある人の中には、正常に記録されていない事を経験
・約6割の人が、SDカードのフォーマットや交換が必要なことを知らなかった
・約6割の人がSDカードのフォーマットや交換を実施していなかった
・1割以上の人が仕様に合っていないSDカードを使用していた
　以上、皆様のご参考になれば幸いです。ご清聴ありがとうございました。

卓話者紹介　梅田　吉臣　プログラム委員長
　本日は、大橋会員に卓話をお願いしましたところ、快
くお引き受けいただきました。また、金沢から㈱ユピテ
ルの島様に来ていただきまして、本当にありがとうござ
います。どうぞお願いします。
（株）大橋モータース代表取締役　大橋　良史　会員
　今回は最近話題でありますドライブレコーダーにつ
いて、ユピテルの島さんにお願いしたところ快く引き受
けていただきました。
　ドライブレコーダーは、まだ20年もたっておらず以
外にも浅い歴史で、ちょうど出始めのころメーカーに問

い合わせをしたところ、１台10数万円もし、一般ユーザーがつけるような商品
ではなかったと記憶しています。ここ数年の市場は大変な規模になり、特に最
近の「あおり運転」をされる報道がニュースで流れますとすぐ売れるという現状
です。皆さんの中で、ドラレコ取り付けされている方は？・・・丁度、半数位ですね。
　ユピテルさんはレーダーでもドレレコでも有名なメーカーさんです。
それでは、島さんよろしくお願いいたします。

演題「ドライブレコーダーの重要性とその機能について」
株式会社ユピテル　金沢事務所　島　貴司　様
　弊社はドライブレコーダー始め、カー用品レーダー
探知機や、ゴルフレーダー等を製造販売しております。
　20年ほど前からドライブレコーダーはありましたが
主にタクシー業者さんや運送業者さんなど法人がメイ

ンでありました。2015年度は100万台くらいでしたが、2019年には471万台と
ドライブレコーダーの需要は右肩上がりで増加しており、今年はコロナ禍で車
の売れ行きがストップしていましたが、最近になってドライブレコーダー付きの
車が良く売れるようになり、今では昨年と同じくらいの推移です。
　装着率ですが、皆さん先ほど手を上げていただいた方が5割近くおられまし
た。全国のデータも同様に46％あり、20代の方が1番装着率が高く約54％と半
数以上の方が付けていらっしゃいます。70代以上の方は4割未満という形にな
っております。
　導入目的は、「交通事故の記録」の回答が最も多く、次いで「あおり運転への
対策」です。後は、「安全運転の意識を高める」も4割程度の回答がありました。
70代以上では、「自分の運転の癖などを把握する」という回答が3割以上ありま
した。
　非搭載の方に聞く「どのような理由があれば搭載しますか？」
導入の時期：時期自動車買い替え時搭載。・車検や点検のタイミングで搭載。
性能要件：後付けでも視界を遮らなかったり、自分で取り付けるのが容易な商


