
・点　鐘　半田会長
・ソング　それでこそロータリー�
・卓　話　今牧晋一様�

【会長報告】
　昨日、親睦ゴルフを行いました。
　パスト会長には次週例会後、次年度役員の
件でお集まり頂きます。
　山川会員のお母様がご逝去されました。今
夕、通夜。明日、告別式です。

【幹事報告】
・江澤会員が怪我をされ１２月いっぱい欠席と
　のこと。矢島（高）会員が体調不良で緊急検
　査入院。皆様方も健康にご留意下さい。。�
・戸田一誠様より、謝礼は全て、先方クラブ
　のニコニコＢＯＸにご寄付されたそうです。
�・１１／２１加須はなさき水上公園「第７回埼玉
　Ｂ級ご当地グルメ王決定戦」。「味噌付まん
　じゅう」「飯能すいーとん」が善戦しています。
�【委員会報告】
◎親睦活動委員会　　　　　　　  神田（敬）君
　昨日のゴルフコンペには２２名の参加を頂き、
懇親会には和泉幹事、土屋（良）委員が合流、大い
に盛り上がり親睦を深めることが出来ました。
　４／１４・１５〈高山祭〉親睦旅行。良い席をまち
なかに確保するため、土日にメンバー５人で
下見に行きました。たまたま路上で「高山中央
ＲＣ」の方に声をかけて頂き、トントン拍子で
メインストリートに会場を借りることが出来
ました。ご参加を是非お願い致します。

◎ロータリー財団委員会　　　　　　新井君
　次年度の奨学生募集が始まります。ご推薦
をよろしくお願いします。
◎吉田（健）君�
　入間基地の退職者雇用協議会飯能支部の役
員をしております。１１／２５（木）、２５周年記念講
演会「これでいいのか日本 誇り高き日本への
道」（田母神俊雄氏）開催、お知らせ致します。
◎中里（昌）君�
　この度、全く予期しないかたちの中で会議
所会頭を仰せ付かりました。「Ｂ級グルメ王決
定戦」は昨年、新井会頭の折に県下第３位。
２１日にはどうか奮ってご参加下さい。

【出席報告】無断欠席なし

【Ｍ　　Ｕ】
１１／１２（京都東）前島君
１１／１３（ガバナー）木川君

【結婚・誕生日祝】記念品贈呈　※詳細前号

【ＳＡＡ報告】
◎ニコニコＢＯＸ�
・今牧先生ようこそお出で下さいました。よ
　ろしくお願い致します。　市川（昭）君、馬場君�
・Ｂ級グルメ王決定戦が２１日（日）に加須にて
　開催されます。ご家族の皆様共々奮って応
　援をお願いします。　　　　　  中里（昌）君�

・昨日のロータリーゴルフコンペで優勝しま
　した。有難うございました。　　小久保君�
・昨日のクラブ内ゴルフコンペで準優勝させ
　て頂きました。ちなみにスコアは４４、４８
　でした。　　　　　　　　　　  矢島（巌）君�
・細田吉春先輩、昨日はゴルフで先に打って
　しまい申し訳ありませんでした。　馬場君�
・昨日のゴルフコンペ、有難うございました。
　　　　　　　　　　　　親睦活動委員一同�
・誕生祝、有難うございます。　  吉田（武）君�
・結婚記念日祝、有難うございます。塩野君�
・遅刻しました。　　　　　　　　　齋藤君�
・公務にて早退します。　　　　　　大野君�
・早退させて頂きます。　　　　　　小崎君�
本日計１８，０００円、累計額６８４，６２２円。
◎２４日例会当番は柏木会員、神田（敬）会員です。
�【卓　　話】
講師紹介　　　　　  神田（康）職業分類委員長
　地区には当委員会は無く、講師派遣はお願
い出来ませんでしたので、日高市で薬局を経
営されている同業の薬剤師の先生をお願いし
ました。ＤＶＤ「ドラッグの真実」（約２５分）を
用意して頂きました。

「薬物乱用」とは「薬品の本来の目的から逸脱
した用法・用量あるいは目的の下に使用する
事や医療目的でない医薬品を不正に使用する
事」になります。医療目的に使用される「医薬
品」とは治療や検査のために使用する物。それ
を遊びや快楽を求めるために使用する場合に
はたとえ１回使用しただけでも「乱用」に当た
ります。乱用される薬物は“俗称”で呼ばれる
事もあり注意が必要。脳に作用して《脳を抑
制する薬物》《脳を興奮させる薬物》《幻覚作
用のある薬物》に分かれています。
「あへん」は特殊なケシの実から合成される
薬物です。あへんを合成した物が「モルヒネ」
で、医療用薬品としてガン性疼痛等に効果が
あり骨転移したガンの痛み止めとして使う事
があります。「ヘロイン」は昭和初期には医療
用薬品として使われていた事があったようで
すが今は医療用薬品としては発売されていま
せん。これらの薬物には強い麻酔作用があり
使用を中止すると寒気や吐気に苦しむ事にな
ります。一度使用してしまうと止めるのは難
しく、一度にたくさん使用すると呼吸抑制で
死んでしまう事もあるようです。《脳を抑制す
る薬物》として、もう１つ、「シンナー」等の「有
機溶剤」があります。シンナー等には強い依存
性があり、脳を溶かしてしまい記憶が低下し、
ぼけの症状を引き起こすと言われています。
　次に《脳を興奮させる薬物》として「覚せい
剤」があります。麻黄（マオウ）という麻の一種
からエフェドリンというのが合成され、それ

を化学合成する事で覚せ
い剤になります。依存性
が強く、使用すると元気
は出るんですけれども、
薬が切れてしまうと強い
疲労感、倦怠感、脱力感に
襲われ再度使用してしま
うという悪循環を繰り返
す薬物でもあります。日

本で一番乱用されている薬物とも言われ、最
近芸能人も捕まっています。もう一つ、《脳を
興奮させる薬物》で「コカイン」。コカという木
の葉が原料で１９００年頃にはコカ・コーラの
原料として使用されていたとも言われますが
現在のコカ・コーラにはその成分は含まれて
いません。安心して飲んで頂いて大丈夫です。
効いている作用時間が短く、中毒を起こし易く、
毒性も強いので、死に至ると言われています。
同じく《脳を興奮させる薬物》「ＭＤＭＡ」。最
近話題になった事件で、俳優と一緒に居た女
性は強い興奮作用から錯乱を起こし亡くなっ
たと言われています。強い精神依存があり、
一度始めると止められなくなると言われます。
《幻聴や幻覚を起こす薬物》「大麻」。大麻草か
ら抽出され「マリファナ」「ハッシッシ」と言わ
れています。世界中で一番乱用されている薬
物と言われ、記憶や感覚、心に異常が起こり周
りの人が襲いかかって来るような妄想を引き
起こし、取り乱したり暴力を引き起こしたり
すると言われています。「ＬＳＤ」は錠剤タイプ、
紙に染み込ませたタイプがあります。僅かな
量でも物が歪んで見えたりグルグル回るよう
な感覚に襲われると言われています。使用を
続けると精神障害を引き起こし、毒性も強い
ので危険な薬物です。

…ＤＶＤ鑑賞…
　薬物によって壊れてしまった脳というのは
決して元には戻りません。薬物を止めると一
時的には回復したように見えても少量の使用
によって薬物精神病の症状が再発し、異常な
行動や幻覚に襲われる事があります。また、
飲酒やストレスが原因で薬物精神病の症状が
起こってしまう事もあり、これを「フラッシュ
バック」と言い、薬物乱用で再犯率が高いのも
これが原因と言われています。

飯能ロータリークラブ会報

曇

当 番 小崎君、小谷野君

地域を育み、大陸をつなぐ

ロ ー タ リ ー 財 団 月 間

利 他 の 心 で 行 動 し よ う

半　　　田　　　　　武 今年度  会報・広報担当：和泉由起夫

雨 間 保 弘馬 場 正 春

例会場：マロウドイン飯能

西　　川　　武　重　郎

レイ・クリンギンスミス

※次週の例会案内は省略。

月   日
当　番

［担当委員会］例会数 行　事　予　定

細田（伴）君
橋 本 君
［会長・幹事］

年　次　総　会

平 沼 君
萩野（暁）君
［会長・幹事］

ヘイテイジ飯能 １８：００

クラブ協議会

服 部 君
細田（吉）君
［親睦活動］

クリスマス家族会

例会取消（法定休日）

石 井 君
市川（洋）君
［プログラム］

算命学研究家・
浅草シルクロード店主 宮下令士様

卓話「元気になる話」

平成２２年１２月のプログラム
（月間テーマ  家族月間）

会　員　数 当　　日

出席数対　象全　数 出席率
前々回修正
出　席　率

８５．７１％

薬物乱用はダメ。ゼッタイ。

埼玉県薬物乱用防止指導員 今牧晋一様
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