
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
今 期 累 計 826,797円 

年 間 予 算 2,500,000円 

達 成 率 33.07％ 

  
 
・11/28   大東 RC 第 2 回ゴルフコンペ  
 
・12/3    年次総会 
・12/10   クリスマス会 家族会 
・12/13-14 地区大会  
・12/24    例会休会 
・12/31    例会休会 

 

第２６６０地区 
大東ロータリークラブ 

■ 事務所 
〒574-0046 大東市赤井１丁目 2-10 

ポップタウン住道本館４階 
T E L :０７２－８７５－１２００ 
F A X :０７２－８７５－０５９０ 
E-mail:office@daito-rc.org 
http://www.daito-rc.org/ 

■ 例会 
毎週火曜日 12 時 30 分～1時 30 分 
〒574-0076 大東市曙町 4-6 
大東市民会館 4 階「大会議室」 
T E L :０７２－８７１－０００１ 
 
 

◆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？ 

DAITO 
ROTARY 

OSAKA JAPAN 

CLUB WEEKLY BULLETIN 

令和元年 11 月 19 日   No.2476   R1.11.12 (No.2475 の例会記録) 
令和元年 11 月 26 日   No.2477   R1.11.19 (No.2476 の例会記録) 

大東ロータリー会長テーマ 

「 One for all ,All for one 」 

◆ 出席報告（11 月 19 日分） 

会員数 39名 出席数 24 名 欠席者 6 名 

特定免除 9名 その他免除 0 名 

出席率 80.00％ 

 

前々回 10 月 29 日分 

ホームクラブの出席者 27 名  79.41％ 

メークアップの結果 33 名 

特定免 5 名  その他免除  0 名 

欠席者 1 名  修正出席率 97.06％ 

後面に記載 

 
２０１９年～２０２０年度 

 
国際ロータリーのテーマ 

 
国際ロータリー会長  

 
  マーク・ダニエル・ 

マローニー 

お知らせ 

先週の例会報告 

ニコニコ箱 

 
ロータリーは世界をつなぐ 

 

次週の予定   （12 月 3 日） 

今週の予定   （11 月 26 日） 

創立 1967 年 12 月 26 日 
■会長 田川 和見 
■幹事 中野 秀一 
■広報委員長 森脇 克弥 

「 次世代住宅ポイント制度のご案内と断熱のお話 」 
 担当 東村 正剛 会員 

ゲストスピーカー (株)通商 課長 藤井 和也 氏 
旭ファイバーグラス(株) 営業本部 関西支店  
住建グループ      主席 久一 隆行 氏 

「  日本の音楽教育は間違っている 」 

大川 進一郎 会員 

◆出席報告（11 月 12 日分） 
会員数 39名 出席数 32 名 欠席者 2 名 
特定免除 4名 その他免除 1 名 
出席率 94.12％ 
 
前々回 10 月 15 日分 

ホームクラブの出席者 30名  85.71％ 
メークアップの結果 33名 
特定免除 4 名  その他免除  0 名 

欠席者 2名  修正出席率 94.29％ 



 

 
 
 

＜11 月 12 日 例会＞ 

   
 

皆さんこんにちは。 

すっかり秋になり、過ごしやすくなりました。 

今月は米山月間です。奨学生制度は 52 年前の

財団設立時には 59 人採用。その後は採用数を増

やし、98年には過去 高の1100人となりました。 

2005 年以降は寄付額に応じて採用数を調整し

ています。2019 年の採用数は 868 人。前年に続

き、800 人の大台を維持しています。 

「米山梅吉」プロフィール 

日本のロータリーの創設者。現在の奈良県、大和国高取藩の和田氏の子息として

東京に生まれ、父の死後、母の故郷の静岡県長泉(現米山梅吉記念館の所在地)に移

り、中学生まで過ごしました。1883 年に上京し、87 年米山家に養子として入籍。同

年渡米し、学問を修め 1895 年帰国後、三井銀行に入行しました。1918 年の再渡米中、

ダラス・ロータリークラブ(RC)会員の福島喜三次(1881-1946)の紹介により、ロータ

リークラブに出会います。 

帰国後の 1920 年 10 月、米山梅吉は東京 RC を創立し、会長に就任しました。幹事

は福島喜三次。これが、日本のロータリークラブの第一歩となりました。 

その後、1924-26 年度国際ロータリ(RI)のスペシャル・コミッショナー、1926-27

年度RI理事(日本人初)、1928-31年度第70地区(当時)ガバナーを歴任していきます。 

1952 年、東京 RC は彼の功績を記念し、日本で学ぶ外国人留学生に対して支援を

行う「米山奨学制度」を構想。現在の「ロータリー米山記念奨学会」です。大変文

筆に優れ、ロータリー関係の主な翻訳書には、ポール・ハリスが著した「ロータリ

ーの理想と友愛」があり、俳人としても知られました。また。子煩悩で質素な人柄

だったといわれています。 

4 月より奨学生のタオさんが来られています。日本の文化を学んで、母国に帰っ

ても日本の良さを広めてほしいと思います。 

 

 

                             幹事 中野 秀一 

 

第 5 回（11 月）定例理事会  

 ＜決議事項＞ 

1. 秋の家族会決算報告の件         ・・・・・・ 承認 

2. クリスマス家族会予算案の件    ・・・・・・ 承認 

3. 2020-21 年度地区出向者の件    ・・・・・・ 承認 

インターアクト委員会に森田会員、中崎会員が出向 ・・・・・・ 承認 

4. 事務局カラープリンター入替の件    ・・・・・・ 承認 

会長 田川 和見 
会長の時間 

幹事報告 



 

 
 
 

 

ニコニコ箱委員会                    委員長  谷中 宗貴 

・誕生日 自祝    樋口 秀和 君  上田 正義 君 

・誕生日 自祝    空門 満也 君   中野 隆二 君 

・誕生日 自祝       樋本 有伸 君 

・職業奉仕による出前授業、皆さんありがとうございます  

杉原委員長ありがとう！ 小中学生弁論大会、間委員長お疲れ様でした 

         田川 和見 君 

・田川会長、柿木委員長、クリスマス家族会下見ありがとうございました  

間委員長、弁論大会ありがとうございました   中野 秀一 君 

・家族会欠席 お詫び       樋口 秀和 君 

・例会欠席 申し訳ございませんでした  

戦略委員会、欠席 申し訳ございません    橋本 正幸 君 

・キャリア教室学習出前授業、8名の講師はじめ、会長幹事、樋本会員、 

大変お世話になりました ありがとうございます   杉原 巨峰 君 

・IAC（ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ）年次大会 森田委員長お疲れ様でした 佐藤多加志 君 

・季節の変わり目皆様お身体ご自愛ください   東村 正剛 君 

・クールビズも終わり、ネクタイを締めて気も引き締めて、事故を起こさない様に 

頑張ります       中嶋 啓文 君 

・田川会長、中野幹事、X'mas例会会場下見ありがとうございました 柿木  篤 君 

・谷中さん、ニコニコへのおすすめありがとうございます  西山 潤一 君 

・弁論大会、ご参加ありがとうございました   間  紀夫 君 

・欠席申しわけございません     岸沢 重和 君 

・先輩の皆様、大変お世話になりました ありがとうございました！！ 感謝 

                 生駒 智人 君 

・中野隆二さん鈴鹿応援ありがとうございました 岸沢さん週末お疲れ様でした 

         中野  剛 君 

・樋本君いいゴルフ場に連れて頂きありがとうございました 中野隆二君ごちそう

さまでした 東村さんごちそうさまでした  

あと東京クラッシックというゴルフ場に行きました 3バーディー！！  

2 週連続釣りに行ってきました 大量でした   谷中 宗貴 君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 
 
☆今週のお祝い ～11 月 Happy Birthday～☆  

誕生日記念・藤本会員 上田正義会員 空門会員 中野隆二会員 森田会員 樋本会員 

                                         



 

 
 
 

 
第５回米山功労者 大西 寛治 会員 第４回米山功労者 髙島  登 会員 
第 2 回米山功労者 木村 克己 会員  

 

 

 

 

 
 

 

◎米山奨学委員会      米山奨学生 グェン・トゥ・タオさん 

ベトナムから来られた、米山奨学生のグェン・トゥ・タオさんが例会に出席されまし

た。田川会長より奨学金の授与が行われ、その後、タオさんより近況についてお話し

ていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
米山特別寄付感謝状贈呈者 

米山記念奨学会より第 38 回 米山功労クラブとして感謝状が届きました 



 

 
 
 

 
 

「 ロータリー財団月間に因んで 」 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団委員会 委員長 小林 誉典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先々週の卓話 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2019～2020 年度 第 3回 クラブ戦略委員会 開催 

 
 
 

11 月 12 日(火) 例会後、大東市民会館大会議室に於

いて、2019-20 年度 第 3 回 クラブ戦略委員会が開

催されました。  

 
 
 

今月のお誕生日花は、秋真っ盛りというこの季節、

紅葉色でアレンジ致しました。 

野バラの実に木イチゴ、ヒペリカムといった紅葉

の木々に、アンティークな花ビラの多い菊(マム)

はクラシックココアです。 

寒くなるこの季節に暖か味あるお花です。 

一瞬の紅葉のこの季節をお見逃しなく… 

お誕生日おめでとうございます。 

11 月のお花 

  
★大東 RC クリスマス会 ご案内★ 

 
日 時︓令和元年 12 月 10 日 (火） １８︓００〜 

☆集合︓17︓15   (受付 17︓00〜 ) 

 ☆例会︓17︓30〜 （御婦人待合室 ４階桐の間） 
 

場 所︓ＡＮＡクラウンプラザホテル大阪 
登録料︓会員２７,０００円、奥様２０,０００円、お子様 7,０００円 
     

※皆様のご参加よろしくお願い致します。 



 

 
 
 

 

 

 

皆さん今晩は お忙しい中、今年度 1 度しかない夜

間例会に出席ありがとうございます。 
18 日昨日、第 3 回の青少年・国際奉仕(ＷＣＳ)共同プ

ロジェクト会議がありました。来年 5 月に予定です。 
土のグランドや狭いグランドでラグビーをしてい

る子供達に、ワールドカップや高校ラグビーの聖地

でもある花園で試合をする予定です。 
日時・グラント・タイムスケジュール、なにより予算

と打ち合わせしてまいりました。 
間委員長・空門委員長、ご苦労様でした。 
今回の卓話・情報集会は社会奉仕委員長・西山委員長です。 
社会奉仕委員会の本年度事業は大東市立子ども発達

支援センターへの慰問品贈呈・共同募金に参加・バッ

チ募金・歳末助け合い募金・交通安全運動に協賛・大

東市市民まつりに協賛・実行委員として参加です。 
社会奉仕とは所在地域に居住する人々の生活の質を

高めるために協力するとあります。 
詳しい事は西山委員長にお任せします。宜しくお願いします。 
そして、高校ラグビー大阪決勝戦、大阪朝高に 66 対 5 で勝ちました。8 大会連続、

14 度目、そして 2 年連続優勝を目指して頑張ってほしいです。 
私も高校の相談役をやっておりますので、頼もしい後輩だと思っております。 

 

 

 

 

◎インターアクト       委員長 森田 武雄 

11月10日（日）午前10時から15時30分迄 四天王寺高等学校・中学校にて2019-2020

年度国際ロータリー第 2660 地区インターアクトクラブ年次大会が行われました。 

当日は田川会長をはじめ沢山のメンバーの皆様にご参加をいただき誠にありがとう

ございました。 

 

 

 

 

 

 

会長 田川 和見 
会長の時間 

＜11 月 19 日 夜間例会 および情報集会＞ 

委員会報告 



 

 
 
 

◎国際奉仕委員会       委員長 空門 満也 

ＳＭＩＬＥ ｂｙ ＷＡＴＥＲ ｉｎ フィリピン 
国連で採択された持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の一助とすべく、大東ロータリ

ークラブは NPO 法人国境なき奉仕団と日本青年会議所との連携により、本年度の国

際奉仕事業としてフィリピン国マニラ市のピネダ小学校においてＳＭＩＬＥ ｂｙ 

ＷＡＴＥＲプロジェクトを行いました。 
今回のプロジェクトは「安全で清潔な飲料水の持続的確保」と「感染症予防のための清

潔な水洗トイレのインフラ整備」です。対象となったピネダ小学校にはおよそ 1600 名の

子供たちが通っています。6 階建ての校舎全フロアには飲料水が供給されていませんで

した。今回のプロジェクトでは地下水をくみ上げるポンプ及び貯水タンクと浄水設備を

設置した上で給水用蛇口までのインフラを整えています。これにより、これまで小学校

が飲料用として定期購入していた飲料水費用の節約と安定した供給が可能となりました。 
又、トイレに関しても貯水タンクとポンプの設置により、水洗トイレとして清潔な

衛生環境が整ったことにより汚物からの感染症予防に大きな効果をもたらすことが

出来ました。今回のプロジェクトの贈呈式には 2019 年 11 月 14 日、現地小学校に

おいて盛大に式典が行われ、当クラブからは中野秀一会員と中野隆二会員の二名が

代表として参加してまいりました。 
当クラブメンバーの皆様には本プロジェクトに際し多大なるご理解とご寄付を賜り

ました事、心より御礼申し上げますと共に、ここにプロジェクト完了のご報告とさ

せていただきます。 有難うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 

「 夜間例会 ～薬物について～ 」 

 

 

 

 

 

 

社会奉仕委員会 委員長 西山 潤一 

[ 薬物乱用とは ]  

 薬物乱用とは、医薬品を本来の医療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、医療目的にない薬物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、たとえ一回使用しただけでも乱用にあたります。 

 

[ 覚せい剤とは ]  

 市場に出回っている（医療向けの正規製造品のこと）アンフェタミン系覚せい剤は膨

大な数に及びますが、それらは三つに分けることができます。即ち、アンフェタミンの

グループ、デキストロ・アンフェタミンのグループ、そしてメタンフェタミンのグルー

プです。これらの物質の全ては、化学的な構造こそ違っていても、これらの合成薬物の

作用はいずれも長時間に及ぶもので、コカインと同様に中枢神経に働きます。  

 手造品であって Street Speed の名で知られる覚せい剤をはじめ、多くの密造覚せ

い剤にあっては、ラクトース（lactose 乳糖）、エプソムソルツ（エプソム塩といわ

れる嘔吐剤）、キニーネ、殺虫剤、写真の現像液、そしてストリキニーネなどが混ぜ

られていることがあります。重度の「覚せい剤狂」と言われる人々の中には、 早、

耐性ができてしまっているために、効き目の弱いクスリでは満足できず、こうした

夾雑物がいろいろ入っているものの方が目が眩むような（フラッシュという）一段

と急激なショックを伴う効き目をもたらすとして、特に好む人々もおります。しか

し、有毒な混和物はときとして死に至らしめることもあります。普通、ひとには自然に

備わった拒否反応・・・例えば「嘔吐」など・・・がありますが、これら有毒な混和物

が入っていた場合には、あるべき拒否反応が、機能しなくなってしまうからです。  

 一般に、臭いの無いものはカプセル状のものを除き、服用した際には苦みがあり

ますが、アンフェタミン類では、吸入や注射もされます。（カプセルを注射する、と

あるが、当然その中身の粉末を溶かして注射するという意味） も危険なアンフェタミ

ン摂取方法は注射することですが、この方法は多くの「覚せい剤狂」（speed freak。重

度な乱用者のことである）達の間で も好まれている。循環器系統に直接入り込むこと

先週の卓話 



 

 
 
 

によって瞬時に生じる強大な快感（俗語でいう「ラッシュ」[rush]）のためです。  

 「瞬時に」快感を生じるこの方法において、アンフェタミンを「スピード」（Speed）

と呼ぶのは誠に当を得ているといえます。「スピーディング」（Speeding）とは一連

の注射行為をいいますが、いずれの段階にあっても即座に強烈な感覚のクライマッ

クスと全身快感が引き起こされます。アンフェタミン類は即座に循環器系に吸収さ

れてゆきます。大いなる自信と意気軒高を感じさせることにはじまる薬効が、やが

てジェットコースターに乗って宙を舞うような感じを引き起こします。  

 覚せい剤乱用者は、無限の力を得て、何事も意のままに操ることができると感じ

るのです。瞳孔は散大し、呼吸数は急激に上がり、心臓はまさに早鐘を打ち鳴らす

ような状態になり、粘膜は乾ききってしまいます。こうした状況の中で、ものを言

おうとしても何を言っているのか訳も判らないような有り様になります。乱用者は

何か一つ夢中になるようなことがあってもそれ以外のことはすべて度外視してしま

います。 初の目眩めくような快感は、蓄えられたエネルギーが消耗されるにつれ

て、多幸感や高揚した気分へと変わってゆきます。  

 精神的並びに肉体的に、 早超人と化した彼には如何なる離れ業も可能と感じさ

せるのです。そしてスピーダー（覚せい剤乱用者）は快感の敷き詰められた道路を

ひた走るのです。  

 かくも強烈なヴァイタリティーですが、一旦体内エネルギーが枯渇すると、やが

て萎んでゆきます。一気に訪れる不安と狼狽と混乱に支配されてしまうのです。ス

ピーダーの快調な疾走もエネルギー切れを迎えると、イライラは偏執病の症状を呈

し、そして極度の疲労感に襲われます。頭痛、動悸、目眩、激昂、不安、そして錯

乱した状態が、それまでのエクスタシーにとって変わるのです。  

 上記のもの以外の乱用のパターンでは、バルビツレートの乱用があります。アン

フェタミンと交互に、或いはこれと組み合わせで使う場合もあります。乱用者が覚

せい剤をメチャクチャに使用してすっかり目が冴え眠れなくなったときなどに、自ら鎮

静化させる目的でバルビツレートを使用する、といった使い方などが、その一例です。  

 再びハイな気分を味わおうとする際には、また覚せい剤を使いますので、覚せい

剤と睡眠薬との交互のサイクルがつくられることになります。「グーフボールズ」

（Goofballs。goof は狂人といった語感を持つ俗語で、マンガの主人公になったこと

もあり、転じて LSD の絵柄になったりしています。ここでは、アンフェタミン類と

バルビツレートとを一緒にしたもの）を使用していますと、それと気付かないうち

に、バルビツレートの中毒になってしまうことがあります。食欲不振は拒食症へと

進行し、食物をまったく受け付けなくなったり、体重が極端に減少し、物を飲み込

むことさえ出来なくなったりします。  

 大抵の乱用者の場合、不眠は一両日ですが、重度の中毒者になりますと、クスリがき

れて「ツブレ」の状態になる前の「走っている」間（クスリが効いてギラギラした状態）、



 

 
 
 

長いときには数日から数週間に及ぶこともあります。幻覚や誤解などのほか、不眠に伴

って身体機能の不調も生じ、しかもこれらの症状はクスリを中断しても持続します。  

 妄想の世界にどんどんはまり込んで行きつつあることは、乱用者自身、意識の中

では気付いてはいるものの、嘗ては現実が満たしていた彼の心の真空を、いまや不

安と猜疑心だけが充満していく様を、ただじっと見詰める以外に、為すすべがない

のです。やがて、多量を使用する者にあっては、被害妄想の感情に左右される偏執

病を経験することになるのです。  

 アンフェタミン系覚せい剤は、仮に多量に用いたとしても、それ自体が人を殺す

までにいたるのは、むしろ稀です。つまり長期間にわたる薬物の乱用の「副作用」

が人を殺すことはあり得る訳で、「死亡」が発生するとすれば、まさに覚せい剤狂に

共通している凶暴性そのものであると言えましょう。  

 偏執狂的症状や、異常に亢進した活動性、感情的起伏の極端な変化などは、必然

的に生じる生活スタイルの変化と相俟って、強姦や殺人などの暴力的行動へと駆り

立てることになります。アンフェタミン系覚せい剤とバルビツレートとの併用は「覚

せい剤狂」に対して、単に「ダウナー」（バルビツレートの俗称）が凶暴性の誘因と

なるのみならず「アッパー」（覚せい剤の俗称）がその凶暴性を実行させる起爆剤と

して働くのです。  

 乱用が長期化しますと、当然栄養の障害から諸々の疾病や細菌感染などが生じ易くな

ります。注射針からの感染ではウィルス性肝炎による肝機能障害のほか、エイズがあり

ます。また水に溶けない不純物を含んだ覚せい剤を注射しますと細い血管に詰まったり

脆弱化させたりする原因となるほか、腎臓病や肺機能障害をも引き起こします。  

近の事件 東名高速 あおり運転エアガン発射事件 田代まさし 東大阪で逃走

した大植が覚せい剤を使用し覚せい剤取締法違反で逮捕されています。 

 

 [ 大麻とは ]  

 どんな形のものにせよ、大麻は心身に有害です。通常認められる身体症状の幾つ

かを挙げてみますと、心拍数を上昇させ、目を充血させ、口や喉の渇きを感じさせ、

食欲を増進させるなどです。  

 大麻（cannabis、カンナビス）を使用しますと短時間の記憶力や理解力が低下し

たり時間感覚に変調を来したり、車の運転などのように、身体各器官の調整や神経

の集中を要求するような仕事を行う能力が低下します。研究結果によりますと、学

生が（大麻で）「ハイな状態」（恍惚状態）になっているときには、知識を記憶でき

ていません。動因（motivation。心理学用語で欲求の満足や目標の達成に向けられ

る行動を抑制する力の総称）や認識に異常を来たし、新たな知識の吸収を困難にし

ます。大麻も偏執病等の精神病を引き起こすことがあります。  

 乱用者は再三にわたり、濾過していない大麻の煙を吸い込み、そのうえ出来るか



 

 
 
 

ぎり我慢して息を止めておきますので（こうすることで大麻成分をなるべく多く肺

から吸収しようとする）、肺などの呼吸器官に障害をもたらします。大麻の煙の中に

は、発癌性物質が普通のタバコより多く含まれています。長期間乱用していますと

精神的な依存ができあがり、同程度の効果を得るためにより多くの大麻を必要とす

る状態になります。この薬物が彼らの生活の中心を占めるようになるのです。  

 大麻の煙に直接接触している部位以外の場所にも様々な危険が存在しています。

心拍数は 50％も増加し、これが原因となって脳細胞相互の伝達に重要な役割を持つ

小さな髪の毛状に長く伸びた脳細胞の細胞膜を傷つけるため、脳障害が発生します。

更に有毒成分はその他の脳細胞にも蓄積されます。長期間の乱用では再生不良性の

脳障害を生じることがあります。また免疫性も著しく低下します。人格や性格の変

化もみられます。重度の乱用者にあっては、偏執病的思考を示し、労働の生産性、

学業の成績、運転能力はいづれも低下します。  

 マリファナは、生殖能力にも障害を生じさせますので、遺伝子の異常や突然変異

をもたらします。男性ではテストステロン（性ホルモン）を 44％も低下させます。

また女性では生殖細胞に異常を生じます。（大麻の有害成分は）胎盤関門（母胎血液

と胎児血液の間に胎盤膜によって形成されている関門）をも通過して胎児にも影響

を及ぼしますので、胎児の大麻中毒や流産、死産の原因にもなります。大麻成分の

すべてが解明されるまでは、危険性そのものもまだまだ測り知れません。 

近の事件 スノーボードでオリンピック出場の国母が大麻取締法違反で逮捕されています 

 

 [ コカインとは ]  

 「一回やっただけで、もののみごとに虜になるクスリ」（"One hit and you are 

hooked "drug）と言われるのがコカインです。 良の予防策は、この薬物に関して、ま

たこれが人々に与える惨憺たる害悪を与えることについて、正確な情報を与えることにあ

ります。問題の発生に先立って情報を提供すること、それが予防策の中核となります。  

 また、コカインはどんな量でも使いすぎとなり得ます。理由は、生体の化学物質

に対する反応には個人差があり、ある種の物質にどう反応するかは一定していない

ことによるものです。従って、ある人には安全な量が別の人には致死量であり得る

訳です。更に、密売人達は、なるべく薬の量を増やして儲けようと企んでいますか

ら、混ぜ物をしたり、増量剤を加えたりします。ですから実際に何が入っているの

か誰も正確には知らされずに使っているのです。実のところ、コカインに起因する

死亡事故は、非常識なほどの多量が原因となったものではなく、むしろ、こうした

クスリへの反応で死に至っているのです。  

 コカインがもたらす多幸感（ユーフォリア。陶酔感）には、当然それなりの代償

が要求されるのです。誰も 初から中毒になろうと計画している訳ではありません。

むしろ、誰もが自分はクスリの害悪に打ち勝つことができる、と信じているのです。



 

 
 
 

勿論すべての問題が、必ず乱用者のすべての者に襲いかかるというわけではありま

せんが、少なくとも好ましからざる症状の幾つかを経験せずには済まないことだけ

は、くれぐれも肝に銘じておかなければなりません。一見、実に楽しくて幸せな感

じに見えますが、コカインの極一時的な快楽は、やがて再現のない長く悲しい多く

の問題を抱えることに変わって行くのです。 

近の事件 女優の高部あいが麻薬取締法違反で逮捕されています 

 

 [ ヘロインとは ]  

 ヘロインは何といっても乱用薬物の頂点に位置する物質で、アメリカでは乱用者

に も好まれている物質です。ヘロインは白色又は茶色い結晶性粉末で無臭、水に

よく溶ける苦味のある物質です（ヘロインが水に溶ける様子は、すさまじい程、速

やかで、水面にヘロインが達したか否かの瞬間に水面を走り回って溶けます）。この

物質の色は産地によって異なり、メキシコのものは茶色乃至は灰色、中近東及びア

ジアでは白色といった具合で、アジアのものは純白であるだけに純粋で、それだけ

価格も高くなっています。  

 ヘロインは化学的加工によりモルヒネから製造される物質で、モルヒネの誘導体

ですが、モルヒネの 3 倍も強力ですし、中毒性もモルヒネに比べて非常に高い物質

です。密売に供されているヘロインは製造工程に加えて、砂糖、タルカム・パウダ

ー（目に蓄積して失明の原因になることも判明している）（タルカム・パウダーは、

滑石と硼酸末の混合物に香料などを混ぜたもので、汗疹や爛れの予防に肌に付ける

ものであり、もともと体内に入れるものではない。）、エプソム塩、マンナ糖などの

緩下剤、粉石鹸、キニーネ、ストリキニーネなどを混ぜ込んだりします。作用は殆

どモルヒネと同じですが、より早く効き、且つ、効いている時間は短くなります。

身体的な依存性は非常に高く、精神的な依存も存在します。他の如何なる麻薬より

も依存性が早くできあがります 

有機溶剤とは、揮発性で非水溶性の物質をよく溶かす化合物の総称です。私たち

にもっとも身近なものとして、塗料用のラッカー・シンナーや接着剤のボンドなど

があり、誰でも簡単に手に入れることができます。  

 これらの有機溶剤を本来の目的以外に使用すると酩酊感や興奮がおこります。し

かし、恒常的な摂取は脳を侵し、失明や難聴などの障害を一生残し、精神の異常ま

できたします。また急激な摂取は突然の死をもたらすことさえあるのです。若い人

達を廃人同様にしてしまう有機溶剤の乱用。軽く考えず、その影響の恐ろしさを理

解してゆきましょう。  

 

■薬物解説／向精神薬及びその他の薬物  

 向精神薬とは睡眠薬や鎮静剤などの総称で、バルビツール酸という成分を含む医

薬品をさしています。もともとは不眠やいらいらなどをなくすための薬ですが、こ

れらも乱用すれば麻薬となります。  



 

 
 
 

 向精神薬を乱用すると酩酊感が得られます。からだの緊張をときほぐし、リラッ

クスした気分をもたらすのです。しかし乱用が重なると慢性的な倦怠感があらわれ、

筋肉の運動機能も低下してまともに歩けなくなってゆきます。感情は不安定で妄想

も現れ、突然凶暴になったりもします。  

 これらの向精神薬と同様に、ある化学物質だけで作られた薬物がほかにもありま

す。例えば LSD の名で知られる幻覚剤もそのひとつです。これは本来、不安をなく

すために開発されたはずの薬品です。 

 

[ ＭＤＭＡについて ] 

MDMA（メチレンジオキシメタンフェタミン Metylenedioxymethamphetamine）

は、興奮作用と幻覚作用を併せ持つ錠剤型の合成麻薬で、エクスタシーなどとも俗

称されており、 近、検挙人員・押収量が、急増しています。 

 乱用すると、混乱、憂うつ、睡眠障害、不安等があり何週間も後にさえ、存在し

ます。また、脱水症、高血圧、心臓や肝臓の機能不全が生じます。 

 大量に摂取すると大変危険で、悪性の高体温による筋肉の著しい障害や腎臓と心

臓血管の損傷を起こします。 

 

[ 鎮痛剤について ]  

 鎮痛剤の作用は少量のものならば気持ちを和らげ、筋肉をほぐしてくれますが、

いくらか多めになりますと、舌がもつれたり、足元がふらついたり、知覚に異常を

生じたりします。非常に多量を摂取したときには、呼吸器の機能を低下させ、昏睡

から遂には死に至ることがあります。鎮痛剤とアルコールとの併用はこの薬物の作

用を相乗的に高めますので、それだけ危険性も大きくなります。  

 鎮痛剤は身体的にも精神的にも依存を生じます。一定期間使用しておりますと耐

性を生じますので、いきおい、クスリの量が増えてゆきます。多量の鎮痛剤を常に

使用していた人が、それを急に止めますと、不安、不眠、痙攣、さらには死に至る

などの禁断症状が生じます。母親が妊娠中に鎮痛剤を使用しておりますと、生まれ

た子供にも依存性ができていることがあり、そうした場合は生後暫くして赤ん坊に

禁断症状が現れます。先天性の障害や行動に異常のある子が産まれたりします。 

 

[ 幻覚剤について ]  

 フェンサイクリディン（フェンシクリジン、PCP、phencycliden）は、本能や認

識を絶えず制御する役割を持っている脳の新しい皮質（ネオコルテックス）の機能

を阻害します。この薬物は痛みを感知する神経の受容体を遮断してしまいますから

PCP に纏わる事故では、大抵自らを傷付ける形をとります。PCP の作用は色々あり

ますが、乱用者の多くは、隔絶された感じや疎外感を覚えるといいます。時間や身



 

 
 
 

のこなしが、緩慢になります。筋肉のバランスも崩れ感覚は鈍麻します。思うよう

に話をすることも出来ず、話始めても支離滅裂になります。  

 PCP の常用者では、記憶力の低下と言語障害を訴えます。長時間使用しておりま

すとこうした作用のいくつかは数カ月から一年位続きます。不安定な感情・・・抑

鬱、不安、暴力的行為など・・・も見られます。常習的乱用者では 終的に偏執病

様の症状、暴力的行動などを示すとともに本人は幻覚におそわれます。多量を乱用

した場合には痙攣、昏睡、心臓発作、窒息、脳溢血などをきたします。  

 リゼルギン酸（LSD、Lysergic acid）、メスカリン（Mescaline）、サイロシビン

（Psilocybin）はいずれも幻覚や妄想を生じます。身体的には瞳孔の散大、体温の上昇、

心拍数の増加、血圧の上昇、食欲の減退、不眠、体の震えなどが見られます。感情や知

覚は極端に変化します。また、LSD やメスカリン、それにサイロシビンは精神的な苦痛

を伴う反応を示すのは珍しくありません。乱用者は恐慌状態（パニック）に陥ったり、猜

疑心に支配されたり、不安や焦燥に付きまとわれて自制を失います。例え使用を中止した

後でも、後発性症状、つまり再燃現象（フラッシュバック）が発生することがあります。 

 

[ 類似薬物について ]  

 近の不正市場には類似麻薬類が出回っております。その外観も、カプセル、錠

剤、ピル（丸薬）、粉末と色々で、通常これらには、一般市販薬などの成分として入

っている規制薬物が入れられています。外観は、一般に好まれる乱用薬物で処方箋

なしでは購入できない規制薬物と、非常によく似た状態に作られています。  

 これらの類似薬物の成分としては、カフェイン（コーヒーと同じ作用）、エフェド

リン（気管支拡張薬、鎮咳剤）、塩酸フェニルプロパトルアミン（PPA といわれる食

欲抑制剤）、などが含まれています。かつては、これら三つの成分を一つの錠剤に一

緒にいれる（これを「トリプル・コンビネイション」といいます）こともできまし

たが、現在ではアメリカでは「食品薬品局」（FDA）により、製造業者は特定のもの

を選んで成分とするよう制限されています。通常ピルはその成分が一定しています

が、製造業者達は有効性を睨みつつ成分を変更することもありえます。  

 コカインが好みの薬物として登場して以来、コカインと称して白色粉末が益々多

く不正市場に出回るようになりました。時として、買い手は品名を告げられず、何

をつかまされたか判らないこともあります。こうしたあざむきは非常に多くの問題

を提起しています。これらの多くの物には、局所麻酔剤であるリドカイン（lidocaine）、

プロカイン（procaine）、テトラカイン（tetracaine）などが入っています。こうし

た薬物の恐ろしさは、DEA によれば、血管を破壊したり、心臓の筋肉の働きを抑制

して低血圧を起こしたりすることです。FDA では、これらコカイン代用物質の誤用

や横流しは公衆衛生上、極めて悲惨な結果を生む重大な問題であるとして、広く注

意を呼びかけています。また、FDA では、すべての製造業者及び販売業者に対して



 

 
 
 

「コカイン関連物質の横流し防止への協力」を要請しました。  

 類似薬物の色々な成分は、それぞれ別個に異なった形の薬物としても売られてい

ます。これらの成分は、決められた一定の範囲内の使用量を遵守していれば、さほ

どの危険はありませんが、これを越えた多量の使用になりますと重大な副作用に見

舞われることもあり得ます。類似薬物を使って本物の麻薬と同様の「ハイ」な気分

を味わおうとする人々は、激しい興奮、イライラ、過度な緊張、甚だしい場合には

幻覚さえ、引き起こす場合があります。また血圧の急上昇などでは卒中や脳溢血の

原因ともなります。  

 類似薬物の使用は一見安全に見えますが、実際は多くの危険性を抱えています。

意識的、無意識にかかわらず、本物の薬物を摂取する際に類似薬物と同じ分量を摂

取してしまうとういうことです。規制下にある本物の薬物を同量に使用するのは致

命的な問題です。更に類似薬物は安全であるとの想いから、乱用者が実際に規制薬

物をどう扱うべきかの能力を欠き、誤った使用方法をとるという悲劇も生じます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 19（月）まんま家於、夜間例会および社会奉仕委員会の情報集会が開催され

ました。 


