
2009-2010 WEEKLY BULLETIN NO. 44

THE ROTARY CLUB OF KISHIWADA  ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2640

会 長 岡本桂四郎 広 報 委 員 会

幹 事 櫻 井 新 嗣 委員長 高 松 正 剛

岸和田ＲＣ

会長テーマ

活活活活きききき生生生生きききき

ロータリーロータリーロータリーロータリー

Active and Live Active and Live Active and Live Active and Live 

RotaryRotaryRotaryRotary

岸和田ロータリークラブ

例例例例 会会会会 ：：：： 毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日 12121212時時時時30303030分分分分よりよりよりより

岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切岸和田市立浪切ホールホールホールホール ４４４４階階階階 交流交流交流交流ホールホールホールホール 〒596-0014 岸和田市港緑町1-1  TEL 072-439-4173

事務所事務所事務所事務所 ： 〒596-0014 岸和田市港緑町１－１ 岸和田市立浪切ホール２階 URL http://www.kishiwada-rc.com/

TEL 072-437-2462 FAX 072-437-5088 E-mail kishiwada-rc@tvk.zaq.ne.jp

岸和田ＲＣ会長テーマ 活活活活きききき生生生生ききききロータリーロータリーロータリーロータリー Active  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  RotaryActive  and  Live  Rotary

四四四四つのつのつのつのテストテストテストテスト 言行はこれらに照らしてから

１． 真実かどうか ３． 好意と友情を深めるか

２． みんなに公平か ４． みんなのためになるかどうか

今週今週今週今週のののの例会例会例会例会 第第第第2743274327432743回回回回

2010201020102010年年年年6666月月月月16161616日日日日

ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

唱歌「てるてる坊主」

お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告

委員会報告

ニコニコ箱の紹介

卓話

「私の履歴書」

綾野浩司会員

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary;

R-O-T-A-R-Y

Is known on land and sea;

From North to South,

from East to West.

He profits most who serves 

the best;

R-O-T-A-R-Y

That spells Rotary.

R-O-T-A-R-Y

次回の卓話

2010年6月23日（水）振替休会

2010年6月26日（土曜日）

新入会員歓迎会及び

岸和田RAC合同夜間例会

於.岸和田ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎｰﾙ



岡本桂四郎会長

●会合報告

6月5日岸和田４RC会長幹事会（新旧）参加

岡本会長・久松次期会長・櫻井幹事

山形次期幹事

6月5日2010－2011年度情報規定委員会会議参加

岡本地区委員・山形次期幹事

室田次期情報委員長

6月8日岸和田国際化対策連絡協議会総会参加

西明寺講治会員

●2010規定審議会報告説明会

◎決議23－34（社会奉仕）（決議案）が「手続要覧」か

ら削除されそうになりましたが、従来通り掲載され

ることになりました。その後も不安がありましたが、

日本では「ロータリーは１つの人生哲学であり“超

我の奉仕”の哲学がある」これが基本にある事を主

張して認められ、この決議が存続することになり一

安心です。（12月ごろ手続要覧配布予定）

◎第5奉仕部門「新世代奉仕」（制定案）

この部門は指導力養成活動、社会奉仕プロジェクト、

および国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平和と

異文化の理解を深め育む交換プログラムを通じて、

青少年ならびに若い成人によって、好ましい変化が

もたらされることを認識するものである。

◎Eクラブの誕生

「電子的な通信手段を通じて会合するロータリーク

ラブ」と定義され、現在世界で14クラブがあるとの

事ですが、日本語はダメで、英語、スペイン語等5ヶ

国語ぐらいのようです。

会員数40名 出席義務会員数35名

６月９日 出席会員３２名 91.43％

５月１９日 MUを加えて 91.18％

・大阪府健康医療部薬務課

麻薬毒劇物グループ課長補佐 中田裕紀様

・岸和田東RC 中井義尚会員

(左)岡本桂四郎会長

伊丹克介会員

（カウンセラー）

(右)綾野浩司新入会員

2010年6月9日 第2742回

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ「Sing! Everyone,Sing! 」
唱歌「茶摘」
お客様の紹介

出席報告

会長の時間

幹事報告・委員会報告・ニコニコ箱の紹介

卓話 「薬物乱用及び防止活動について」
大阪府健康医療部薬務課
麻薬毒劇物ｸﾞﾙｰﾌﾟ

課長補佐 中田裕紀様
(紹介:岡本桂四郎会員)

☆新入会員氏名・綾野浩司 (職業分類・生命保険)

☆推薦者 岡本桂四郎会長・櫻井新嗣会員

伊丹克介会員

☆会長歓迎の挨拶と花束贈呈

☆新入会員紹介 伊丹克介会員（カウンセラー）

☆バッジと「四つのテスト」（額入り）贈呈

☆所属委員会の案内 親睦活動委員会

☆新入会員挨拶



櫻井新嗣幹事

●例会臨時変更のお知らせ

貝塚コスモスRC・泉大津RC・阪南RCより例

会臨時変更のお知らせが届いております。

詳細は事務局迄。

大阪府健康医療部薬務課 麻薬毒劇物グループ

課長補佐 中田裕紀様

「「「「薬物乱用薬物乱用薬物乱用薬物乱用およびおよびおよびおよび防止活動防止活動防止活動防止活動についてについてについてについて」」」」

卓話では、薬物乱用の状況について、日本、大

阪の状況を説明させていただきましたが、近年、

乱用されている薬物の種類は多種類に及んでいま

す。世界的には大麻の乱用者がもっとも多く、推

計で１４３百万～１９０百万人（2007年）という

規模で乱用されていると考えられています。日本

では覚せい剤の乱用が多く、薬物事犯者の8割以

上を占めていますが、乱用される薬物の中でも、

特に覚せい剤は依存性が強いために検挙された人

の約５５％が再び乱用しています。

また、大麻事犯の検挙者は、府内では20歳台ま

でが大麻事犯検挙者全体の約73％に達するほど青

少年層に広がりやすい薬物になっています。最近

はシンナーの乱用が減った替わりに大麻の乱用が

増加しています。検挙された若者に聞くとシンナ

ーは「ダサイ」、大麻は「ファッショナブル」と

いった答えが返ってくるといいます。これらは本

当に若者が薬物の恐ろしさを知らないで、上っ面

だけの安っぽい感覚で薬物を使用しており、若者

の規範意識が著しく低下していることに大変危機

感を感じています。

このような状態になった要因としては、インターネッ

トや携帯電話が普及し、誰もが薬物情報に触れる機会が

格段に増えたことがあります。昔は、薬物は繁華街など

限られた場所でしか入手できなかったのに、最近は住宅

街にまで密売人の手が及び入手しやすくなったことなど

が上げられます。

また、薬物に関する知識のない青少年が危険性を感じ

ない仲間や同年代の者から、これらの薬物は安全である

とか、やめたければいつでもやめられると勧められ、騙

されて手を出してしまうケースが多くなっています。密

売者達が知識の無いものを騙す手口としては、「覚せい

剤」や「麻薬」といった用語は使わずに、隠語を使用し

ます。内身が覚せい剤といわれれば断れる人でも、エス、

スピードなどの隠語を使われると危険性がわからないで

使ってしまうということです。

現在、大阪府で薬物乱用防止対策として最も力を入れ

ていることは、薬物乱用防止教育を徹底するということ

です。薬物乱用防止教育は若いうちにしておかないと手

遅れになるため、少年サポートセンター（府警少年課）

や教育委員会等と連携して学校で薬物乱用防止教室を開

き、学生たちに薬物の正しい知識を教え、騙されて密売

人たちの罠にはまらないようにすることです。そのため、

府では学校薬剤師や薬物乱用防止指導員教育講師といっ

た方々に研修をしたうえで、学校で薬物乱用防止教室の

講師をしていただいています。

大麻の乱用には喫煙の経験が深く関係しており、大麻

事件で検挙された学生はいずれも喫煙習慣がありました。

また、家族や友人関係など人間関係の脆弱さによっても

薬物に手を出しやすい状況に陥ることがありますが、仮

に薬物が身近に迫ってきた時でも、はっきりと自分の意

思でＮＯ（ノー）と言えるような教育をしていくことが

必要であり、これらのことを実施するのが薬物乱用防止

教室の目的です。

薬物乱用防止活動としては、地域で保護者向けの講習

会や対話集会を開催したり、青少年向けの「薬物乱用防

止教室」の開催を支援し、かつ、薬物乱用防止ポスター

の掲出やパンフレット等を作成・配布するなどして、社

会全体で薬物乱用を許さない環境作り(街づくり)に努め

ていく事が重要であり、ボランティア組織やできるだけ

多くの人がこれらの活動を推進、サポートすべきです。

ロータリークラブ会員の方々の事業所において啓発ポ

スターを掲出して頂いたり、啓発キャンペーンに参加し

て頂く事も地域の社会奉仕活動の一環ですし、各団体か

ら大阪府に寄付して頂いた啓発物品（啓発用DVD、薬物

標本、ﾘｰﾌﾚｯﾄ等）を教育や地域活動（街頭キャンペーン

など）に利用させて頂いている事もそうです。

今後、これらの活動にご協力頂ける事がございました

ら、いつでも薬務課にお知らせ下さると共に、岸和田ロ

ータリークラブ様の幅広いつながりの中で、薬物乱用防

止啓発の輪を広げて頂けますようよろしくお願い致しま

す。
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JUNE ～ JULY ２０１０ ６月ロータリー親睦活動月間

近隣クラブ卓話ご紹介

●中田裕紀様（本日の卓話講師）

本日の講師料をニコニコ貯金させて頂きます

●石本喜和男会員

先週バッジを忘れました

岸和田東ＲＣ ６月２５日（金）「クラブフォーラム」

岸和田北ＲＣ ６月２２日 →１８日（金）「夜間例会」

岸和田南ＲＣ ６月２４日（木）「これでいいのか日本の医療」別所啓司会員

Sunday      日 Monday 月 Tuesday 火 Wednesday 水 Thursday    木 Friday        金 Saturday    土

親睦旅行 親睦旅行

例会「私の履歴書」

綾野浩司会員

RAC例会休会

合同懇談会

振替休会 新入会員歓迎会及

びRAC合同夜間例
会 於.岸和田ｸﾞﾗﾝ

ﾄﾞﾎｰﾙ

RAC地区大会

ｺﾞﾙﾌ同好会

例会「退任の挨拶」

岡本会長・櫻井幹

事

RAC例会

例会「新年度を迎え
て」 久松会長・山

形幹事

20 21 22 23 24 25 26

13 14 15 16 17 18 19

4 5 6 7 8 9 10

27 28 29 30 JUL.1 2 3


