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「みなさまお元気ですか！」私はとても元気です。もっと元気になろうと、
のイベントに行ってきました。
いゃーーー、笑った、笑った。大笑い。2 時間 30 分！これはお奨めだ。
トップバッターの「ニッチェ」で少しお笑いのジャブ。その後、休憩の様な
お笑いだけど、みなさんの登竜門かな。
「あばれる君」はテレビでみたことある
程度。
「クマムシ」「どぶろっく」は、テレビでやっているネタの生お笑いなの
で、ビデオでもいいかな。
「ドランクドラゴン」
「バイきんぐ」
「サンドイッチマン」は、流石だ。
特に、キングオブコント優勝の「バイきんぐ」と M-1 グランプリ優勝の「サ
ンドイッチマン」は、もっと、もっとと言う感じでした。
当日は、北九州市で、漫画「クッキングパパ」連載 30 周年記念イベントが開
催されていまして、
「うえやまとち先生」がお笑いフェスに来場されていました。
「うえやまとち先生」は、どう見ても一般客には見えませんでした。笑！
株式会社 アルカンシェル

代表取締役 岡本広治

祝・登録！ 「明治日本の産業革命遺産- 製鉄・鉄鋼、造船、石炭産業」
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旧集成館（旧集成館反射炉跡、旧集成館機械工場、旧鹿児島紡績所技師館）
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三池炭鉱・三池港（三池炭鉱宮原坑、三池炭鉱万田坑、三池炭鉱専用鉄道敷跡、三池港）
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三角西（旧）港
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官営八幡製鉄所（八幡製鐵所旧本事務所、八幡製鐵所修繕工場、八幡製鐵所旧鍛冶工場）
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遠賀川水源地ポンプ室

鹿児島

三池
八幡
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6 月１日に道路交通法が改正され、自転車の取り締まりが強化されました。気軽に乗れる自転車ですが、自
転車は「車両」に分類され、スピードの出しすぎや不注意により重大事故につながります。
指定された 14 項目の中には信号無視や飲酒運転など、基本的なことは勿論の事、よく見かける危険行為も
含まれています。事故を起こさないために交通ルールを再確認しましょう。
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指定された 14 項目
信号無視
通行禁止違反
歩行者用道路徐行違反
通行区分違反
路側帯通行時の歩行者通行妨害
遮断踏切立入り
交差点安全進行義務違反等
交差点優先車妨害等
環状交差点の安全進行義務違反
指定場所一時不停止等
歩道通行時の通行方法違反
ブレーキ不良自転車運転
酒酔い運転
安全運転義務違反

原則 車道を走行
※13 歳未満または 70 歳以上を除く

過去に小学生が自転車で走行中、歩行中の女性と正面衝突。
意識が戻らない状態となり、9,521 万円の賠償額となりました。
自動車と違い保険に入っていないことが多く、多額の請求に
より自己破産に陥ることもあるそうです。
加害者が未成年の場合、支払いは保護者の責任となります。
安全運転義務違反には、電話をしなが
らの運転や、傘差し運転、その他にヘッ
ドホンやイヤホン等を使用しながらの
運転も含まれます。
これらは「ながら運転」により周囲へ
の危険察知が遅れるためです。

車道は左側を通行

13 歳未満の子供
はヘルメットの
着用努力義務

交差点での一時停止

二人乗りは禁止
16 歳以上の運転者は、特別の構造
又は装置を有する自転車に、6 歳
未満の幼児 2 人を乗車可能

標識がある場合は走行可能
歩行者優先で車両寄りを徐行

基本車両の信号に従う
歩道を走行中の場合、自転車専用
の信号があればそれに従う

警音器を鳴らさなければならないとされている
場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、
危険を防止するためやむを得ない時はこの限りで
ない。と定められています。
歩行者優先の為です。
これは車のクラクションも同じです。

ちなみに
ベルは歩行者に対して
鳴らしてはならない

参考：一般社団法人全日本交通安全協会・警察庁
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第 1 回大会開催から、大会会場などで実行委員長が 14 年間、アルミプ
ルタブを回収してきました。多くの皆様のご理解とご協力を頂いたプルタ
ブを、第 15 回という節目の大会開催に際して、
「NPO 法人北九州小規模
連」の商品購入の支援に使用させていただきました。
そして、NPO 法人 北九州小規模連様が運営する、
「一丁目の元気」様
からコメントを頂きましたので、ご紹介させていただきます。
皆様初めまして。
「一丁目の元気」マネージャーの中村と申します。
「一丁目の元気」は、北九州市内の障害福祉事業所などにて障害者が製作した商品を販売してい
る店舗で、小倉北区の京町銀店街紫川入口にあります。北九州市内にある障害福祉事業所で構成さ
れた NPO 法人北九州小規模連(以下、小規模連)が運営しております。焼き菓子、パン等の食品か
ら、キッチングッズや文房具などの生活雑貨まで幅広く取扱っております。
この度は、北九州市民ひまわり駅伝大会実行委員会様のご厚意で北九州市民ひまわり駅伝の参加
賞、景品に当店の商品をご購入頂いた上、大会にご招待頂きました。北九州市民ひまわり駅伝は、
文字通り「誰でも参加できる」本当にすてきな大会でした。参加者が本当に楽しそうにしているん
ですよね。開催以来、大会当日に一度も雨が降らない理由が分かりました。これはお天道様も雨を
降らせるわけにはいかないでしょう(笑)。本当にありがとうございました。是非次回も参加させて
頂きたいと思っております。
小規模連は、新規事業として今年度「北九州共同受注センター」を立ち上げました。一丁目の元
気は商品開発、販売といった消費者向けの事業ですが、北九州共同受注センターは、小規模かつ得
意とする分野がそれぞれ異なる事業所が集まっているメリットを活かし、様々な役務を企業様から
受託し障害者の収入につなげていく事業です。

北九州市に本社を置く TOTO の歴史資料館が TOTO ミュージアムとして 8 月 28 日にオープン予定です。
2017 年に「100 周年」を迎えるに当たり企画され、ショールームの展示スペースは約 1.4 倍、TOTO ミュー
ジアム（旧歴史資料館）の展示スペースは、約 4 倍になります。
今回新たに、1964 年にホテルニューオータニに納入した、日本初となるユニットバスルームの展示も予定されて
います。水まわりの「歴史」と「文化」の発展において、TOTO が果たしてきた役割を伝えるとともに、
「創立か
ら現在、そしてこれからの TOTO」をお伝えする場となります。

外観イメージ

内観イメージ

所在地：北九州市小倉北区中 2-1-1 TOTO 本社・小倉第一工場敷地内 参考：TOTO ホームページ
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エレベーターの豆知識
普段何気なく使っているエレベーターで災害にあったとき、知っておきたい情報をご紹介します。
備品ボックス

安全装置

閉じ込め事故は少なくなってい
るがゼロではないそう。
復旧までの時間の救済としてエ
レベーター内に三角形のボックス
が設置されている場合がある。
この中には簡易トイレや水など
の備品が保管されている。

地震などによる揺れを感知すると安全装置
が働き、閉じ込め防止の為近くの階で止まる。
火災の場合は自動で地上
に出られる避難階に止まる。
どちらも乗車している人を
降ろした後、利用されない
為に停止する。

非常用エレベーター

最近のニュース

31ｍを超える建築物には非常用エレベータ
ーの設置が義務付けられている。消防・救済
用として設置されている為、避難用ではない。
しかし、最近になって高齢
者や障害者といった歩行困難
者の避難方法として非常用エ
レベーターを使えるようにな
ってきている。

5 月に関東地方で起きた地震では、エレベ
ーターが止まり孤立状態になったと報道があ
った。停止した理由として、安全装置の作動
の為や、故障などが考えら
れるが、復旧には専門の検
査が必要なため、設置台数
が多く、人が多い環境では
大きな影響になる。

平尾台を満喫！
ケイビングという言葉を聞いたことがあるでし
ょうか？ケイビング (caving) とは、cave(洞窟)＋
ing(～する)という意味で、日本語で訳すと『洞窟
探検』になります。観光化されていない自然のま
まの洞窟を探検出来ます！

東京ガールズコレクション
in 北九州決定
開催日は 10 月！詳細についての発表は
７月予定です。会場は西日本総合展示場、
チケットの早期完売が予想されます！

参加にあたって服装その他注意点が平尾台の
HP 上で紹介されています。暑い夏に平尾台の魅力
を楽しんではいかがでしょうか！
【ケイビンク 平尾台】で 検索 ！

いろんな情報をお待ちしています！！
皆様のお住まいやお店で、気になる箇所や、見て欲しい箇所、これってどうなの？な疑問、イベント
参加の申し込み、紹介したいお店や商品、皆様がお持ちの楽しい情報やおもしろいネタ、
匠の情報、配布先の紹介等、アルカンシェル迄お気軽にご連絡くださいませ。
ＴＥＬ：093（964）2841 ＦＡＸ：093（964）2840 メール：enn@chive.ocn.ne.jp
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