
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

 

◎司会        ＳＡＡ・親睦委員 初野 有人 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我らの生業」 

          ソングリーダー  吉沢 洋景 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員  初野 有人 

 

◎お客様紹介            会長 入沢 修自 

（株）キャリア・マム インターンシップ牛田 千朝様 

       〃             杉山 裕一様 

 

◎会務報告             会長 入沢 修自 

9月 1日、東京都・多摩市合同総合防災訓練が多摩中央

公園を中心として、パルテノン大通りにも、防災に関連

する官公署や企業テナントが出店して盛大に行われま

した。東京都との合同訓練は 28 年ぶりとのことで、東

京多摩グリーンロータリークラブ会長として、来賓席か

ら観戦させて頂きました。会務報告としては特にありま

せんが、本日例会終了後に第三回の定例理事会が事務局

にて開催されますので、理事役員の皆様にはご参集賜り

ますようよろしくお願い致します。 

◎幹事報告             会長 入沢 修自 

配布物：ロータリーの友 9月号 

回覧：多摩東グループ最終決算報告（2018年～2019年） 

  ：バギオだより 2019年 9月号 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせください。 

 

【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

★ゴルフ同好会スクラッチ会 

    ゴルフ部長 菊池  敏 

 

【プロアマゴルフ大会の開催】 

10/17（木）：府中カントリークラブ 

 

皆様ご参加ください。 

 

 

 

 

 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 足立潤三郎 

 

会員総数                29名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           19名 

出席免除者        7名                                     

計                26名 

 

出席率    23/29  = ７９.３１％ 

第 1322回(8/21) 訂正出席率 ７９.３１％ 

 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 小泉  博 

入沢 修自 やっと９月になりました！ 

      お客様ようこそ。 

初野 有人 Ｕ－18 スーパーラウンドにがんばれ 

      若き侍 JAPAN。 

足立潤三郎 アメリカ・中国問題、香港問題、日本・ 

韓国問題大変なことになってきました。 

関岡 俊二 小坂さん卓話楽しみにしています。 

宮本  誠 小坂さんの卓話 期待しています。 

鈴木 俊之 小坂会員お話しありがとうござい 

ます。 

 三田みよ子 小坂さん卓話楽しみにしてます。 

 大槻 一夫 小坂会員様 卓話楽しみにしており 

ます。 

 村上  久 小坂さん卓話よろしく。 

 伊澤ケイ子 お客様ようこそ！ 

 菊池  敏 小坂さんの卓話楽しみです。 

 福岡  均 お客様ようこそいらっしゃいました。 

 峯岸  忠 お客様ようこそ、小坂さん卓話よろしく 

お願いします。 

 萩生田政由 お客様ようこそ！ 

       小坂会員の卓話楽しみです。 

林田 敏誠 お客様ようこそ。 

小泉  博  小坂さんの卓話聴きに来ました。 

 

本日の合計￥１７,０００（累計￥１７０,００３） 
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◎卓話者紹介    プログラム委員長 宮本  誠    

プログラム委員長として卓話者の紹介を始めてやりま

す。今日は小坂先生です、今更紹介でもありませんけど、

小坂先生は行政的にも実務的にも薬物乱用防止につい

ては権威です。単なる知識的権威で

なくて、実務的権威であります。薬

物の処方資格もお持ちだと思いま

す。今日の卓話は大変興味深い卓話

となりますが、見せて頂く DVDも他

では絶対に見られない物だと聞い

ております。小坂先生が薬剤師資格

によって、ドラックの処方も可能かとも思われます。そ

れでは早速卓話をお願い致します。 

 

◎卓話     ＤＶＤによる薬物乱用関連            

小坂 一郎会員 

先ほどお話の通り薬剤師で

すから薬局で麻薬の処方な

どもありますけど、麻薬はや

たらに商売しておりません

のでご安心ください。処方箋

で出た場合には、麻薬取締の

施行者のサインがなければ

処方は致しませんし医師の

監督のもとに出しますので

問題ありません。今日は覚せい剤乱用防止センターで作

った DVDですけど、内容が動物愛護協会からまかりなら

ぬと苦情が来まして上映してはいけないことになった

んですね。ですが皆さんは覚せい剤をやった場合の姿を

見てないし経験者からもそういう話しを聞けない、その

中での大麻の恐ろしさの映像です。大麻と言うのは大麻

草と言う植物を乾燥させて吸引したりするものですが、

大麻は無害だろうと言われていますが、使用した姿がど

うなるかこのビデオを見ると判ります。覚せい剤の習慣

性をつけると中毒患者の習慣性が出て、止めたとしても

それを求めるようになり3人に2人は再度やるようにな

ります。この映像を見てどのような姿になるか見て下さ

い。海外で大麻を安易に使用する機会が増えて来ました。

それがきっかけで、帰国してから大麻を常用する人が増

えていま

す。年々

増加の傾

向にあり

ます。大

麻の原料

（ 大 麻

草）、いわ

ゆる麻で

す。大麻

の原産地は中央アジアと言われていますが、今では世界

各地に広く分布し、繊維作物として栽培されています。

マリファナと言うのは南米産の大麻の変種から作った

ものです。大麻には酩酊作用があります。1滴でも十分

な効果があります。大麻の摂取は最も広く行われている

のは喫煙に依っての摂取です。大麻は脳の神経に浸透し

て中枢神経に作用します。知覚異常、幻覚、妄想、人格

障害など精神の神経機能に様々な障害を引き起こしま

す。大麻の中枢神経に対する作用をラットの実験で見て

みましょう。大麻をラットに注射するとラットは動きが

鈍くなりゆっくり這い回ります。背を丸めてうずくまる

こともあります。中には嗅ぎ回り行動をするものもあり

激しく鳴き声を発します。正常では見られない異常な行

動です。LSDなどの幻覚剤でも共通した行動として観ら

れます。自ら元に戻そうとする意志が全く失われたりし

ます。仲間を威嚇したり激しい攻撃性、異常行動、所構

わず噛みついたり、仲間を噛みついて殺してしまったり、

ついには食べてしまいます。大麻乱用者が暴力をふるっ

たりする異常行動は、このラットの実験から伺う事が出

来ます。また、正常なラットは学習訓練によって次々と

正しくエサを取って行きますが、大麻を注射したラット

は正しくエサを取ることが出来ません。たった今行った

ことを忘れるほど、自分のいる位置や方向性などの記憶

が乱れてしまうのです。人の場合、若者たちが初めて大

麻を使用するきっかけは好奇心と仲間に入りたいと言

う気持ちです。大麻が人の精神作用に影響する性質は

様々で、その人の性格、喫煙経験、喫煙時の環境によっ

ても大きく変わります。物が歪んで見えたり、色彩が生

き生きと見えたり、音楽がより美しく感じられたり、視

覚聴覚の異常な変化を体験します。体が宙に浮かぶよう

な鳥になって空を飛べるような錯覚を起こします。この

種の気分や感覚の高揚を再び経験するために大麻乱用

が繰り返されます。大麻を長期間常用すると、狭心症や

生殖機能に異常をきたします。最も恐ろしいのは大麻精

神病です。幻聴、幻視、被害妄想、錯乱状態です。暴力

破壊的行動、激しい攻撃行動、持続的な人格障害、生活

意欲の低下、知能後退。大麻は無害と思ってる人が多い

ですが、煙草のように安易な常用を継続すると、人間の

精神神経機能に大きな障害を与えるのです。ヘロインや

コカインなどより強い薬物に移行する危険性もありま

す。大麻がいかに有害であるかよく認識する事が大切で

す。健康に生きるために薬物は絶対にダメなのです。 

 

◎奉仕プロジェクト 薬物乱用防止活動実施委員会 

               委員長 遠藤 二郎 

9 月 25 日に多摩市薬物乱用推進

多摩市協議会で小中学生対象に、

ポスターとか標語を募集してそ

の選考会が開催されます。場所は

多摩市立健康センター1 階です。

ぜひご出席お願いします。 

 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 入沢 修自 

（今週の担当 福岡  均） 

 

 


