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◆4 つのテスト◆
言行はこれに照らしてから
① 真実かどうか？
② みんなに公平か？
③ 好意と友情を深めるか？
④ みんなのためになるかどうか？
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‐Reach Within to Embrace Humanity‐

こころの中をみつめよう
博愛を広げるために

２０１１年～２０１２年度
国際ロータリーのテーマ

平成 24 年 3 月 6 日
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国際ロータリー会長
カルヤン・バネルジー

(No.2149 の例会記録)

（3 月 6 日）

今週の卓話

西條 義昭 会員

ビジター
東大阪みどりロータリークラブ

山片

重房 氏

ゲストスピーカー 藤田 平 氏

（3 月 13 日）

次週の予定
「 経歴発表 」

ロータリーソング
「 奉仕の理想 」
「 四つのテスト体操 」

新会員
ニコニコ箱

先週の例会報告
◆ 出席報告（2 月 28 日分）
会員数

45 名 出席数 39 名 欠席者 1 名

特定免除

5 名 その他免除

0名

・入会記念日自祝

森山

信一 君

・子女の結婚自祝

岡本

日出士君

大西

寛治 君

杉原

巨峰 君

中野

秀一 君

・楽しい例会、仲間に会える楽しみ

出席率 97.50％

奉仕の出来る歓びに感謝
・米山奨学生終了歓送会

前々回 2 月 14 日分

会長・堀部会員お世話になりました

ホームクラブの出席者

37 名

メークアップの結果

40 名

特定免除

4名

その他免除

欠席者

0名

修正出席率

88.10％

感謝
・大阪桐蔭吹奏楽部定期演奏会

0名

100.00％

良かったです 感謝

会長の時間

大西

寛治

会長

２６日に２６６０地区３月末、米山奨学生期間終了の
大東クラブのピュピュ・トウエーさんはじめ２９名の歓
送会がハイアットリージェンシー大阪で開催され、カウ
ンセラー堀部、杉原会員と共に出席してまいりました。
トウエーさんにとり一年間の思い出と、これからの両国
の懸け橋として活躍されるとの思いで胸を詰まらせて
いました。
この事業は地区から毎月の１４万円の奨学金の支給
とクラブに年間４万円の活動費を支給され、クラブからの金銭的な負担はありません。
しかし、カウンセラーの杉原、堀部会員には家族同様にお世話をお掛けました事に厚
く感謝申し上げ御礼申し上げます。出来るならまた来年この事業が継続できたらと思
います。米山奨学委員会竹島委員長の挨拶で始まりましたが、冒頭から一年を振り返
り涙で声を詰まらせていました。
これからの季節、定期的に雨が降り、三寒四温で春が来ます。昨日も午前中、雪が
降っていました。明日から暖かくなるらしいです。春の前には春一番が吹き荒れます。
強風が吹き荒れる春一番は要注意です。その昔に余部鉄橋から春一番で電車が落ちま
した。毎年看板や屋根が飛ぶニュースも報道されています。船で魚を取る漁師の皆さ
んには命に係わる風です。そもそも春一番は漁師が早春の強風を警戒する言葉でした。
気象庁によると、１８５９年３月１７日に長崎で漁船が転覆、乗り込んだ５３人全
員の命が奪われた。以来、春の初めの強い南風を春一番と呼び警戒するようになった。
春の初め、低気圧が日本海を北上する頃が危ない、そこに南から暖かい風が吹き込む
と起こる。春一番を認定する目安は各地で少し違う。普通は立春から春分の間で日本
海に低気圧が有り、風速８メーター以上の南風が吹いていて気温が上昇した場合です。
一番早いのが２月５日、遅いのが３月２０日で季節により変わります。
話は変わりますが、２月の終わりから３月初めにかけて私は冬の間大根を収穫した
後に、ジャガイモを植えます。南米アンデスのチチカカ湖周辺が原産です。江戸時代
にオランダ船によってジャガタラ（インドネシア）から長崎に伝えられたジャガイモ、
馬に付ける鈴の形に似たいもの付き方をするので「馬鈴薯」の名もあります。品種は
男爵やメークインが有名で、２月末から３月中頃に植えます。ポテト、おでんになく
てはならないものです。種イモを各片に大きな目が付くように３～４片に切り、切り
口を下に目を上にして切り口を乾かして、８センチくらいの深さで植えます。収穫は
６月末ごろです。野菜にしても草木にしても自然界の動植物はなぜ季節が分かるかと
ひとつき

不思議でなりません。もう一月たちますと桜の花も咲きます。早く過ごしやすい季節
になればと思い会長の時間といたします。

委員会報告

◎職業奉仕委員会

髙島

登

委員長

４月１０日（火）春の家族会
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先週の卓話

「 薬 物 乱 用 防 止 活 動 」
小川
薬物乱用のない社会環境づくり
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動
薬物乱用問題は全世界的な広がりを見せ、人間の
生命はもとより、社会や国の安全や安定を脅かすな
ど、人類が抱える最も深刻な社会問題の一つとなっ
ています。
国連では、平成 10 年（1998 年）6 月に国連麻薬特
別総会を開催し、21 世紀に向けて、地球規模で拡大

芳男

会員

する薬物乱用問題の解決に取り組むために、政治宣言及び行動計画の採択とともに
その実施を行ってきたところであり、更に引続き、平成 21 年（2009 年）3 月に採
択された新政治宣言である「新国連薬物乱用根絶宣言」に基づき、平成 31 年（2019
年）までに薬物乱用の根絶を目指すこととなったところです。
一方、我が国においても、乱用者層の低年齢化が懸念される等の状況を受け、過
去に累次の薬物乱用防止五か年戦略を政府が策定したところであり、現在は内閣府
特命担当大臣を議長とする「薬物乱用対策推進会議」の下、第三時薬物乱用防止五
か年戦略（平成 20 年 8 月策定）及び、この戦略の加速化を図る為の薬物乱用防止
戦略加速化プラン（平成 22 年 7 月策定）に基づき、国・都道府県・関係団体が緊
密に連携し、需要の削減・供給の遮断の両面から総合的な薬物乱用対策に取組んで
いるところです。
「ダメ。ゼッタイ。」普及運動は、かかる背景の下、新国連
薬物乱用根絶宣言（2009～2019 年）への支援事業の一環
として、国内における薬物乱用防止活動において、官民
一体となり、国民一人一人の薬物乱用問題に関する認識
を高めるとともに、国連総会決議に基づく「6.26 国際
麻薬乱用撲滅デー」の周知を図ることにより、薬物乱用
防止に資することを目的とするものです。
薬物乱用とは？
薬物乱用とは、医薬品を本来の目的から逸脱した用法や用量あるいは目的のもと
に使用すること、医療目的にない薬品を不正に使用することをいいます。もともと
医療目的の薬物は、治療や検査のために使われるものです。それを遊びや快感を求
めるために使用した場合は、たとえ１回使用しただけでも乱用にあたります。
大麻（マリファナ）

ＭＤＭＡ

マジックマッシュルーム

覚せい剤

薬物乱用防止キャラバンカーについて
今日、麻薬・覚せい剤等の薬物の乱用は世界各国で深刻な社会問題となっていま
す。もちろん、我が国においてもシンナー・覚せい剤・大麻等の乱用が危惧されて
おります。
財団法人

麻薬・覚せい剤乱用防止センターは、このような背景を考慮して、厚

生労働省の委託事業として、薬物乱用防止キャラバンカーによるキャンペーンを全
国的に展開してきました。薬物乱用防止において最も必要なことは、薬物乱用に染
まっていない青少年に薬物乱用防止に関する正しい知識を啓発することで、小学校
の高学年、中学生、高校生を対象に効果的な啓発指導を実施できるのが、薬物乱用
防止キャラバンカーであります。
これまでの成果を踏まえ、平成 13 年度からは薬物乱用防止キャラバンカーを全
国に 8 台配置して啓発運動キャンペーンをいっそう推進することにいたしました。
関係者の皆様には趣旨を十分ご理解のうえ、是非ともこの「薬物乱用防止キャラバ
ンカー」をご活用下さいますよう、お願い申しあげます。
（本事業は厚生労働省の委託及び社会福祉・医療事業団子育て支援基金の助成を
受けて、財団法人

麻薬・覚せい剤乱用防止センターが実施する事業です。）

キャラバンカーの主な内容：
キャラバンカー内は、展示コーナーと映像コーナーに分かれ、専門の指導員によ
る解説を交え、簡単にシンナー・覚せい剤等薬物乱用防止に関する正しい知識の理
解ができるよう工夫されております。
●1 回で 20 人収容。・1 行程=15 分所要
●キャラバンカーの大きさ

全長 9m・全幅 2.3m・全高 3m 強

常念岳 ：

標高

2857m

百名山 70／100

常念岳（じょうねんだけ）は、飛騨山脈（北
アルプス）南部の常念山脈にある標高 2,857
m の山である。山体すべてが長野県に属し、
松本市と安曇野市にまたがる。常念山脈の主
峰。日本百名山のひとつ。
安曇野からは全容が望め、ピラミッド型のそ
の端正な山容は一目瞭然ですぐ見つけられ
る。常念岳のこの印象的な形状は東に隣接す
る前常念岳の峰が重なって見える安曇野市
豊科以南から眺める場合で、安曇野市穂高以
北になるとそれぞれの峰が独立して見えるためまた印象が違って見える。なお、安曇野から眺
められる北アルプスは、常念山脈が主役で、穂高岳、槍ヶ岳といった山々は、常念岳、蝶ヶ岳、
大滝山といった前衛の常念山脈に隠れ、場所によってその間から顔を出す程度である。安曇野
のシンボルであり、長野県立こども病院のマークにも使われている。常念岳の北側の山体は花
崗岩質からなり、南側の不変成古生層と大きく異なる境界となっている。東側の山腹には常念
岳断層が確認されている。高山帯の山頂部には花崗岩の岩塊が積み重なっている。

笠ケ岳 ：

標高

2897m

百名山 71／100

笠ヶ岳（かさがたけ）は、岐阜県高山市にあ
る飛騨山脈の標高 2,897 m の山である。中部
山岳国立公園内にあり、日本百名山に選定さ
れている。
丸いお椀型の隆起がなだらかな稜線の上に、
ポッカリと突き出た特徴的な姿で、北は立山
連峰、南は御嶽山からでも、一目でそれと分
かる山容をしている。山名もその笠を伏せた
ような姿に由来している。日本の各地に同名
の山が複数あり、その最高峰である。
春になると、山頂直下を頭とする馬の雪形が現れ、高山盆地からも望むことができる。飛騨で
は、この雪形が現れる頃が田植えの時期と昔から言い伝えられている。
北は、槍ヶ岳西鎌尾根と双六岳を結ぶ東西の稜線上の樅沢岳に至り、南は岩峰で日本有数のロ
ック・クライミングのルートを持つ錫杖岳に連なっている。また、高原川の支流の蒲田川の源
流を挟んで、東の槍穂高連峰と対峙している。北西側は金木戸川（高原川の支流）の源流とな
っている。

