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『金曜ゆめ倶楽部』は今年度も
！
楽しい イベントを開催します
「何か楽しいことをしたいね」を合言葉に呉キャンパスで結成さ
れた学生主体サークル、その名は『金曜ゆめ倶楽部』。毎週金曜日
にいろいろな楽しいイベントを開催しています。昨年から、東広島
キャンパスでもスタートしました。
呉キャンパスでは、呉アコースティックギター部などによるコン
サート、豚汁やケーキを振る舞ったＸ’ｍａｓパーティーなどを、
東広島キャンパスでは、パン作り教室や演奏会などを開催し、多く
の参加がありました。
今年度も新たな企画を計画していますのでお楽しみに！
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第１回薬学部卒後教育研修会開催
2009 年３月７日（土）に、第１回薬学部卒後教育研修会が、呉キャ
ンパスにて開催されました。この研修会は、地域社会への薬剤師の貢
献と卒業生の薬剤師としての研鑽のため企画され、第１部で「ジェネ
リック医薬品の品質について」沢井製薬 製剤研究部長 徳永 雄二
氏と東和薬品 製剤技術部 杉浦 健氏にそれぞれ講演いただき、第
２部では広島国際大学薬学部 手納 直規（元ノバルティス筑波研究
所）教授から「創薬研究における High Throughput Screening」に
ついての講演がありました。
その後、懇親会が行われ卒業生と
教員、在学生とで交流が図られ、合計
89 名の参加があり盛大な会となり
ました。薬学部としては、この研修
会を毎年開催する予定です。

焼きガキ食べたの生まれて初めて！
呉キャンパストレーニングルーム
をリニューアルしました！
施設の老朽化による改修工事のため、
閉鎖していた呉キャンパス体育館２階の
トレーニングルーム。このほど工事が終
了し、
利用できるようになりました。天井・
壁クロスの張替えなどにより、室内は清
潔感に満ち明るくなりました。
多数のトレーニング機器が揃っていま
すので、みなさんぜひ利用してください！

「社会人基礎力育成グランプリ２００９」
で奨励賞受賞
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３月に卒業する卒業生を祝おうと呉キャンパスで３月 13 日（金）
、
祝 卒業 卒業生思い出作り ソフトバレーボール大会」と題したイベ
「○
ントを開催しました。これは、金曜ゆめ倶楽部と呉体育会が共催し、
卒業生・在学生・教職員を合わせ、
15 チーム約 80 名が参加しました。
大会は、３ブロックに分かれ
てのリーグ戦を実施。常時歓声
や笑い声が聞こえ、寒さも忘れ
て、会場は大いに盛り上がりま
した。
試合後は、大じゃんけんぽん
大会や串カツ 500 本・焼きガキ
300 個が無料で振る舞われ、お
なかも満足して大会は終了しま
した。

保健室でエイズキャンペーンを実施

経済産業省主催「社会人基礎力育成グランプリ2009」の予選大
会が２月10 日（火）に東京で開催され、本学から看護学科の「子育て
支援チーム―すこやか―」が参加し、惜しくも決勝大会への進出はな
りませんでしたが、
奨励賞を受賞しました。
同グランプリは、全国の大学生が大学で学んだ一般教養や専門知
識を活用し、
『前に踏み出す力』
『考え抜く力』
『チームで働く力』な
どの「社会人基礎力」を競うもので、
「どのような活動に取り組み、ど
のように成長できたか」を発表。予選
大会では 40 大学の学生チームが発表
し、９大学が決勝へ進みました。参加
した学生も「決勝大会には進めなかっ
たが、自分たちの活動を全国に知らせ
ることができた。
」と満足そうでした。

毎年、世界エイズデー（12 月１日）にむけて、保健室が旗振り役
をつとめ、各キャンパスでエイズキャンペーンを実施しています。
昨年、東広島キャンパスでは、１年間を通し、参加学生とエイズ
や性感染症に関する勉強会を重ね、
メッセージツリー（現在まで８本）
を作成し、ポスターと一緒に展示しました。
呉キャンパスでは、初めてとなる「エイズの話」と題した健康教
室を開催しました。エイズ患者や感染者に対する差別や偏見を無く
すために出来ることは何かについて参加学生と話し合い、メッセー
ジツリーを作成・展示しました。
また、学内および地域でもレッドリボ
ンや知識を深めるパンフレットの配布を
通して、予防啓発活動を展開しました。
今年もエイズキャンペーンを実施予
定です。関心のある方は両キャンパス
保健室にお問合せください。

東広島キャンパスに
製氷機が設置されました！

呉キャンパスにウォーター
クーラーが設置されました！

このたび、東広島キャンパス
体育館控室内に製氷機が設置さ
れました。スポーツ実技や課外
活動において、怪我人等への応
急処置および熱中症や脱水症状
時の処置としてぜひ活用してく
ださい。

学生のみなさんから設置の要
望が寄せられていましたウォー
タークーラー（冷水機）が、呉
キャンパス体育館エントランス
ホール内に設置されました。
スポーツ実技・課外活動後な
どの水分補給にぜひ活用してく
ださい。

自分の身は、
自分で守ろう！
平成 20 年

広島国際大学在学生の交通事故当事者数です。多いと思いませんか？

事故内容

人

件数

傷

物

38 件

損

合

133 件

計

171 件

東広島警察署管内大学生のオートバイ・自転車盗の場所別被害状況（2008 年）
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振り込め詐欺
（恐喝）事件が多発しています。
電話などで「振り込んで」といわれたら、まず家族、知人、警察などに相談を。
振り込め詐欺の被害は、依然として全国で多発しています。平成 20 年１月〜８月の認知件数は、15,301 件、被害総額は約 214 億円。毎日、
１億円近い被害が発生しています。最近はエクスパックやバイク宅配便を利用して、送金させる手口が増えています。
※振り込め詐欺（恐喝）とは「オレオレ詐欺（恐喝）」、「架空請求詐欺（恐喝）」、「融資保証金詐欺」、「還付金等詐欺」の４類型の総称です。

○架空請求詐欺（恐喝）【最近の傾向】男女とも被害者の約 3 割は、30 歳代以下です。

例）有料サイトの利用料金が未払いです。支払いがないと訴訟沙汰となりますので至急振り込んでください。
→利用した覚えのない請求元には、振り込みも連絡も無用です。
債権回収団体や官公庁、企業などを装って、有料サイト利用料金や地デジ移行に伴う工事費用等、架空の事実を口実にした請求書を送付し、
連絡先へ電話すると指定口座へ現金を振り込ませようとします。利用した覚えのない請求元には振り込みも連絡も無用です。ただし、発信
元が裁判所の場合は、電話帳等で電話番号を調べて、必ず裁判所に確認してください。

○融資保証金詐欺【最近の傾向】男性は 40 〜 50 歳代、女性は 30 〜 40 歳代が中心です。

例）90 日間無利息、固定金利 0.7％、審査済みなので無担保ですぐ融資します。多重債務の方でもだいじょうぶですよ。
→保証金などを要求されたら、すぐに振り込まず、警察や消費者センターに相談しましょう。
実際には融資しないにも関わらず、低金利や有利な条件で融資する旨のはがきや電子メール等を送るなどして、融資を申し込んできた者
に対して、保証金等を名目に現金を振り込ませようとします。正規の金融業者が、融資前に保証金等の振り込みを求めることはありません。

“おかしいと思ったら、振り込まずにすぐ相談！警察相談窓口♯ 9110 または、最寄りの警察署まで”

飲酒運転は凶悪犯罪！
○酒酔い運転…アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で運転する行為

・ドライバー
罰則 ５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金 違反点 25 点（即、免許取消）
〔2009 年 6 月1 日から35 点〕
・車両の提供者 罰則 ５年以下の懲役または 100 万円以下の罰金
・酒類の提供者 罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
・同乗者
罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金 ※ただし、ドライバーが酩酊状態であることを同乗者が知らなかった場合は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」
※車両の提供者とは…酒気を帯びていて飲酒運転をするおそれのある者に対して、車両を提供した者
※酒類の提供者とは…飲酒運転をするおそれのある者に対して、酒類を提供した者
※同乗者とは…………ドライバーが酒気を帯びていることを知りながら、車両に乗せてくれるよう依頼・要求をして、酒酔い運転や酒気帯
び運転の車両に同乗した者

○酒気帯び運転…呼気 1 ℓ中 0.15 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.3 ㎎以上のアルコールを体内に保有した状態で運転する行為
・ドライバー

罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
違反点 ①アルコール濃度が呼気 1 ℓ中 0.25 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.5 ㎎以上の場合…13 点〔2009 年 6 月1 日から25 点〕
②アルコール濃度が呼気 1 ℓ中 0.15 ㎎以上、または血液 1 ㎖中 0.3 ㎎以上 0.5 ㎎未満の場合…６点
〔2009 年 6 月1 日から13 点〕
・車両の提供者 罰則 ３年以下の懲役または 50 万円以下の罰金
・酒類の提供者 罰則 ２年以下の懲役または 30 万円以下の罰金
・同乗者
罰則 ２年以下の懲役または 30 万円以下の罰金

飲酒運転は一生の不幸を呼びます !!
※酒気帯びの呼気検査拒否…呼気検査を拒否・妨害した者

罰則 ３月以下の懲役または 50 万円以下の罰金

○危険運転致死傷罪…悪質・危険性の高い飲酒運転による事故は、故意による犯罪とみなされ、刑法上の「危険運転致死傷罪」が適用されることがある。
・人を死亡させた場合 罰則 最長 20 年の懲役
・人を負傷させた場合 罰則 15 年以下の懲役

※対象…自動車・原付のドライバー
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