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皆さん、こんにちは。今日はタクシーの話を
させて戴きます。
8 月 5 日はタクシーのということで、昨年は高
級旅館のツアーが当たるキャンペーンでした
が、今年は神奈川県の小児科病院や、交通遺児
の会、盲導犬の会などに 150 万円程寄付をさせ
て頂きました。
1912 年(大正元年)8 月 5 日に東京の有楽町数
寄屋橋脇（現在の有楽町マリオン）でタクシー
自動車株式会社が T 型フォード６台で営業開始
しました。当時の料金は一里(1.6)㎞が 60 銭 で
半里増すごとに 10 銭ということで、その当時か
ら今と同じようなシステムでやっていました。
今現在、料金体系が 9 地区に分かれており、
それを 98 ブロックに分け、エリアごとに運賃が
設定されています。近い所で言いますと、三多
摩、横浜、京浜、山梨、そしてこの地域ではす
べて料金体系が違い、相模が一番安い金額にな
ります。
2017 年の資料ですが、当地区の相模原におい
ては法人が 17 社、個人が 1 つ、605 車両が運行
されております。
全国の女性ドライバーの推移で一番高かった
時は平成 15 年で 8338 名でしたが、27 年になり
ますと 6699 名で減少傾向になっています。これ
は女性ドライバーが減少というより、ドライバ
ー全体が不足になっている流れによるものだと
思います。
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手に手つないで

当地区の神奈川は現在 644 名の女性ドライバー
がいまして、神奈川においては若干増えておりま
す。対策として託児所を設けたり、無料の施設利
用などの工夫をしていることで、パートでの採用
を増やしております。
昨日、タクシー業界からの開示で今後を揺るが
す大きな話題がありました。スマートフォン配車
というものが現実になります。また今は妊婦応援
タクシーや介護タクシーなどもありますし、皆さ
んはご存じないと思いますが、タクシーが運転代
行もできるのです。
ただ、運転代行の場合は二種免許を持った人が 2
名常駐してしまうので、タクシー料金プラス代行
の手数料がかかりますから、高いか安いか判断は
できないのですが、その点で普及していないのか
も知れません。皆さんがタクシーを依頼されて、
ちょうと待つことが可能であれば運転代行もでき
ますので、よろしくお願い致します。
また、買い物を代行するサービスなどもだいぶ
規制緩和され許されてきていまして、時間で料金
を設定しています。
もう１つ、皆さんにぜひ利用して頂きたいのが、
羽田や成田までの定額運賃という料金設定です。
半額まではなりませんが、かなり割安で利用でき
ます。
運賃についてですが、昭和 27 年のデータで当時
2km が 80 円でした。今現在、相模エリアは 730
円で 293m ごとに 90 円の加算です。また時間でも
1 分 45 秒ごとに加算されますので、よく信号待ち
で料金が上がってしまうのはこのためです。それ
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を阻止するためにはメーターを見て頂くと、左
側に小さなランプが付いて、次にいつ上がるか
表示されるので、それを確認して上がる前に降
りてしまうという手もあります。
止まるとメーターが上がるというクレーム
が非常に多いため、このエリアでは 100％この
装置が付いています。
皆さんもご存じの通り、東京で初乗運賃 410
円が始まっておりますが、神奈川も 10 月から
いよいよ検討に入ります。ただ、1 つ確定して
いるのは、東京と同じ金額にはならないという
ことです。おそらく 460 円で運賃改定が伴うと
思います。
今、東京がやっているのは運賃改定ではなく
組み換えですが、神奈川県の取り組みは運賃を
すべて見直す運賃改定の検討です。
あと、共通スマートフォンのタクシー配車ア
プリを DeNA と共同で神奈川県全域に入れる
という内部決定をしました。来年の 1 月導入に
向けてこの地域も 12 月までに参入する会社を
決定することになっています。
タクシー1 台ずつに同じスマートフォンが装
着されて、皆さんが直接タクシーを呼び、配車
センターは通りません。そういう登録をして頂
き、支払いもクレジット決済やカード決済にす
るというシステムを 2020 年のオリンピックま
でに構築しようということです。
タクシー会社も今後激減しますので、個々の
会社というより全部で動いていくようになり
ます。
ライドシェアという白タク行為が増えてき
ていることで、このようなシステムが普及して
きましたが、一番大きな問題となっているの
が、中国人による中国内部で決済された車が動
いているということです。中国で料金が支払わ
れ、日本で料金のやり取りがないので違法行為
が摘発できないということです。
タクシー業界の歴史、現在の問題、今後につ
いて話をさせて頂きました。
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第 16 回ロータリー全国囲碁大会開催案内
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津久井商工会
第 4 回やまびこオープン津久井商工会親睦ゴ
ルフコンペ開催案内
＜今後の予定＞
・8/26(土)は親睦委員会による家族例会・情報
集会のバーベキューを実施します。場所は津
久井湖バーベキューガーデン、松葉商店に食
材をお願いします。
・9/8(金) 地区大会のゴルフコンペが相模原ゴ
ルフで行なわれます。参加希望の方は申し出
て下さい。
・9/24(日) 例年通り 100 人運動会に参加しま
す。大勢で参加できるようお願い致します。
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皆さん、こんにちは。相模原大野ロータリー
クラブからメイクに来ました。私共のクラブも
今 13 人ほどですので、皆で必死に会員を増や
そうと頑張っているところであります。
私は医者をやっておりまして、どういう事を
やっているかと言うと、痛みの治療をやってい
まして痛みでしたら何でも大丈夫です。胸の痛
みだけは駄目ですが。
神経ブロックという治療法を行っております
が、これだけ大きい相模原市で神経ブロックと
いうものを本格的にやっている医者は私だけの
ようです。
神経ブロックでも、例えば整形外科の先生が
坐骨神経痛で仙骨部硬膜外ブロックというのを
行うことがあります。これは割と簡単で安全に
できるので、整形外科の先生はよく使いますが、
あまり効かない場合が多いです。
また整形外科の場合は月に 2 回までしかでき
ません。しかし、痛みがひどい場合は月に 2 回
ではどうしようもないです。
私はもともと麻酔医ですから、神経ブロック
は何回でも毎日でも、保険を使えなくても行い
ます。痛いと言っている患者さんが目の前にい
たら、行うのが医者です。ですから私はお金の
ことはあまり考えずにどんどんやっています。
ブロックというと難しく思われがちですが、
要するに局所麻酔です。神経に注射で局所麻酔
薬を注入する方法ですが、局所麻酔ですから 1
～2 時間で切れます。痛みを感じる神経の所に
局所麻酔薬を入れたところで 1～2 時間で切れ
てしまうわけです。
例えば、坐骨神経痛の患者さんに局所麻酔薬
を注入すると、患者さんによってはそれで痛み
が出なかったり、2～3 日は痛みがなく 4 日目に
痛みが出てくるなどのケースが多いんです。こ
れって不思議だと思いませんか。
それは神経には何種類かあって、痛みを感じ
る神経は中くらいの太さなんですが、もう 1 つ
細い交感神経という神経があって、その神経を
ブロックすると血管が締まらなくなります。そ
うすると血管が広がって血液の流れが多くなり
ますから、今まで病んでいた神経のところに血
液がたくさん流れていき、悪循環を断ち切るこ
とができるのです。交感神経というのは自律神
経の一種ですが、そういうふうに治していす。

星状神経節ブロックという神経ブロックが
あります。聞いたことがある人はいないでしょ
うか。首の付け根の第 7 頸椎のところに、星の
形をした神経節があります。そこに局所麻酔薬
を使ってブロックするのですが、これはどうい
う神経ブロックかというと、自律神経の神経ブ
ロックです。
自律神経というのは交感神経と副交感神経
がそれぞれバランスを取り合って、人間の体を
維持しています。生命を維持する神経だと思っ
て下さい。
交感神経は特にそうで攻撃的、活動的な神経
です。それに対して副交感神経は癒しの神経と
も言い、夜になると活発になります。交感神経
は昼間活発になります。
その交感神経があまり緊張し過ぎると、様々
な弊害が出てきます。例えば急に心臓がドキド
キする、血圧が急上昇する、急に体が熱くなる、
急に汗をかく、突然耳が聞こえなくなるなど
色々あります。
こういう交感神経が緊張し過ぎた場合に星
状神経節ブロックをすると、緊張が解きほぐれ
て具合の悪い状態が治ってきます。
よくある耳が突然聞こえなくなる突発性難
聴や、突然顔の表面が動かなくなる顔面神経麻
痺、あるいは頚肩腕症候群という首、肩、腕、
指先まで痛み、痺れが出て、ひどい時にはペン
も握れない、箸を持っても落としてしまうとい
うような様々な症状も、この神経ブロックで
みんな治ってしまいます。
面白いことに顔のほっぺたが麻痺した人に
この神経ブロックをしていたら、便秘が治った
というケースがありました。
腸を活発に動かす神経というのは副交感神
経(内臓神経とも言われる)なんですが、バラン
スが崩れて副交感神経系が弱くなっているた
め便秘になっているわけです。
交感神経がブロックされることで副交感神
経が元に戻り、バランスがとれて腸がよく動く
ようになるんです。それで便秘が治ってしまい
ます。
また、いつも風邪を引きやすいのに神経ブロ
ックをして風邪を引かなくなったという人も
います。インフルエンザにも罹らなくなったよ
うです。
このように神経ブロックをすることにより、
様々な効果が出てきます。
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会 水野 茂委員長
相模原大野 RC
宮崎雄一郎様
生まれてはじめておじゃましました。前から来たいと思っていました。どうぞよ
ろしくお願いします。
津久井中央 RC
森田正紀会員

宮崎様、本日はようこそいらっしゃいました。先週の少年野球大会出席の皆様、
大変暑い中、お疲れさまでした。来週の 8 月 3 日はガバナー公式訪問です。皆
様、宜しくお願いします。
杉本信一会員
宮崎様、ようこそ。スマイルのネタがありませんが、森田会長が忙しいのでスマ
イルします。
沼崎善充会員
山崎さんの為大きな字で書きます。昨日は杉本幹事ありがとうございました。
会社の決算が今日無事に終り、消費税も支払いしてきました。8 月は１ヵ月間休
みに入ります。学生時代の夏休みを再現したいので～。
来週はガバナー公式訪問です。全員の参加をお願いします。
小川洋一会員
明日より 4 日間（準備、片付け含み）祭り一色です。疲れます。
先週の少年野球、鳥屋グラウンドと帝京のグランドをまちがえました。水ちゃ
ん、案内ありがとう。
水野 茂会員
宮崎さん、遠い所までありがとうございます。小川さんが元気がないのでスマイ
ルします。
吉野賢治会員
宮崎様、ようこそお越し頂きました。
いろいろ総会があり忙しいです。今日も横浜です。
高橋幸一会員
宮崎様、ようこそお越し下さいました。森田会長、タクシーの話面白かったです。
先週はロータリー杯閉会式お疲れ様でした。メダルをもらって目を輝かせた子供
を見れて今年も良かったです。ありがとうございました。
小山里枝会員
相模原大野クラブより宮崎様、ようこそ津久井まで。今日は涼しくて良かった
です…蒸します（?）が! 先日の少年野球大会、お疲れ様でした。勝手な思い違
いで参加できず残念でした。反省。
近頃、だるさが増しています。いよいよ更年期かもしれません。
佐藤祐一郎会員 宮崎先生、ようこそいらっしゃいました。久しぶりにお会いできてうれしいです。
昨夜は渡辺パストガバナー、当時のガバナー補佐と幹事団に、ガバナー補佐がい
ちばん苦労させられた萬田増強委員長を加えた会に参加いたしました。楽しかっ
たです。
田畑和久会員
ギックリ腰、つらいです。少年野球用のテントをかついでからおかしくなった
ようです。
山﨑和彦会員
宮崎先生、津久井へようこそ。会長時代にはたいへんお世話になりました。
ゴルフがへたなのでスマイルします。

