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５月は青少年奉仕月間
第 3073 回
（

）の例会

◎ソング････我等の生業
◎外部卓話 高槻警察署交通課 交通総務係
係長 川面 聖 様

テーマ

次週（5/31）の例会

例会場変更：桃谷樓
◎ソング････手に手つないで
◎卓話 奥田 晴基君
テーマ「私と陶芸」
東村 賀文君
テーマ「私の履歴書」
◎例会後の行事
第 4 回情報集会 例会後 於：桃谷樓
第 3 回新入会員歓迎会
18：30～ 於：黒石 高槻店

◎出席報告
会員数
51

名

出席者数
39 名

◎ゲスト
国際ロータリー第 2660 地区
2017-18 年度 ガバナー補佐
近藤 眞道様
真言宗

計１名
高槻西 RC

◎会長の時間
「高槻ロータリークラブのクラブ戦略計画」

交通安全講和

第 3074 回

先週（5/17）の例会から

本日（5/24）の例会

出席率
81.25 ％

前々回例会補正後出席率
93.88
％
但し、 Mup 5 名
欠席者 3 名
出席規定摘用免除有資格者
2 名

人類に奉仕するロータリー

本日は、クラブ戦略計画委員会の川面委員長がご欠席
のため、代わってご報告致します。
ロータリークラブの戦略計画につきましては、2007 年
に創立 100 周年を期してＲＩ理事会で採択されたのが最
初で、5 つの中核的価値観などが制定されました。さら
に 3 つの活動目標が加えられて、現在の形となったのが
2010 年です。
2660 地区では 2015 年に、クラブ戦略委員会を立ち上
げ長期戦略計画を立案するよう各クラブに要請がありま
した。当クラブではすでに 2014 年の川畑年度で、山口先
生の提案により川畑会長の指示で西田さんが委員長とな
り、
「高槻ロータリークラブの将来のあるべき姿」が纏め
られています。
翌、朝倉年度では、松尾委員長が地区の要請に沿って、
「クラブ戦略委員会」を立ち上げクラブ内での位置づけ
（理事会の諮問機関）
、構成メンバー（指名委員会メンバ
ー＋若干名）など、その使命と運営について決定されま
した。
そして本年度、川面委員長のもと、70 周年を目標とし
て取り組むべき具体的な内容を取り纏めていただきまし
たので、ご説明いたします。（内容は添付資料）
長期計画というものは、途中で修正も必要ですが全員
がしっかりと受け止め実行していけば必ず 3 年すれば成
果が出てくるものです。5 年もすれば新しい世界が広が
ってきます。
川面委員長に、思いを語っていただく機会も作りたい
と思っています。どうか皆さん、このレポートを読み直
していただき、ご理解とご協力をお願い致します。
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ジョン・Ｆ・ジャーム RI 会長

HUMANITY

◎幹事報告
2 名の新入会員選考書類を皆さんのポケットに入れ
ております。異議のある方は、７日以内にお申し立て
下さい。宜しくお願いいたします。
◎委員会報告
〇職業奉仕委員会
小山 彰夫
優良従業員推薦書をポケットに入れております。表彰
式は 6 月 21 日例会にて行います。推薦書は 5 月 31
日までに事務局宛に提出してください。宜しくお願い
いたします。
〇倉本 進会員より旭日双光章受章のご挨拶

乱用される薬物の分類
覚せい剤
コカイン等

アヘン・ヘロイン
大麻・シンナー等

興奮系

抑制系

幻覚系
大麻・LSD
ﾏｼﾞｯｸﾏｯｼｭﾙｰﾑ等

危険ドラッグとは
麻薬や覚せい剤の化学
構造を少し変えただけ

◎卓 話
「 薬物乱用 」 倉本 進
私の職業は薬剤師で、調剤薬局を開局しております。
また大阪府教育委員会より委託を受けて、大阪府立大
冠高校と大阪府立槻の木高校の学校薬剤師という仕
事をさせて頂いております。
では、学校薬剤師はどんな仕事をしているかと申し
ますと、主な仕事は、生徒が学校生活を安全に安心し
て過ごせるように教室の空気、照度、水質、保健室の
ダニ検査をしたり、また健康で元気に暮らせるように
薬の正しい知識や危険な薬物の話をしたりしており
ます。
本日は、そのひとつの薬物乱用防止についてお話さ
せて頂こうと思います。
薬物乱用とは
・社会のルールから外れた方法や目的で薬物を使うこ
と。
・たとえ医薬でも、本来の医療目的から逸脱した用法
や用量あるいは目的（遊びや快感などを求めるた
め）に使用することも乱用である。
・覚せい剤などの違法な薬物は、１回だけの使用でも
乱用になり、同時に犯罪になる。
① １度使用しても乱用
② 規制薬物は所持しているだけでも処罰

薬物乱用とは

麻薬や覚せい剤より危険
な場合も

危険ドラッグを使用すると～
規制薬物

危険ドラッグ

含んでいる

麻薬や覚せい剤
の構造を少し変
えただけ

本当の怖さを知っていますか？
吐いたり
意識を失ったり

薬物乱用は
とても危険

一度でも
使ったら

暴れたりなど
交通事故が多発

薬物乱用
急性
中毒

救急
搬送

死亡

◎卓

さまざまな危険ドラッグ
ハーブ系
アロマ系
飲食物系
試薬系
植物粉末系
ビデオクリーナー・バスソルト系

危険ドラッグは・・・・・
意識障害

重大な事故
依存症になる前に

急性中毒

危険ドラッグ乱用の影響

体
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話
「アルコールの裏技

ゼロカロリー 」
橋本 憲治
お酒は昔から百薬の長といわれております。たとえ
ば、今から 40 年以上前には食欲のない方に食欲増進剤
としてアルコール（エンサンリモナーデ）が処方され
ていました。また、近年その効能について多くの新し
い研究がされております。
ところで、飲酒と糖尿病治療について、以前より議
論が交わされてきております。そこで、アルコールと
糖尿病の治療との関係について、虎の門病院の杉本忠
夫先生が日本醸造協会誌に寄せられた寄稿について紹
介させていただきます。
糖尿病治療は食事と運動療法が基本です。治療に際
して医師は節酒・禁酒を勧めています。禁酒すると血
糖は著明に改善してきます。そのわけは節酒・禁酒す
ると飲酒時につまんでいた酒肴が減り蒼摂取カロリー
が減少、そのため血糖が改善してくると考えられます。
ところで、欧米ではウイスキーなど蒸留酒を多量に飲
用し低血糖性昏睡をきたす方が間々あります。これは
アルコール性低血糖昏睡とよばれ、欧米では救急室へ
搬送される意識障害の重要な疾患です。ところが、日
本では酒肴をとるため低血糖性昏睡は稀です。
ところで、ご存知の通り飲酒可能なアルコールはエ
チルアルコール（エタノール）です。エタノールは炎
を出して燃焼し、そのカロリーは１ｇ当たり７kcal の
燃焼カロリーがあります。因みにお砂糖は１ｇ当たり
４kcal です。
では、燃焼カロリーがあるのになぜ蒸留酒を多量に
飲むとアルコール性低血糖発作をきたすのでしょう
か。そのわけを探るため一つの研究をみてみましょう。
この研究では、被験者を 2 群に分け、体重が増えな
い一定カロリーの食事を元に、第１群では 200kcal の
チョコレートを、第 2 群には同じ 200kcal のウイスキ
ーを追加して、3 ヶ月間経過を観察し体重の増加を検討
しております。
その結果、チョコレートを食べた第 1 群では体重は
増加していきましたが、ウイスキーを飲用した第 2 群
では体重は増加しませんでした。エタノールにはお砂
糖の倍の燃焼カロリーがあるのですが･･･。また、他の
研究においてもアルコールは体内でカロリーとして働
かないので、ゼロまたはエンプティーカロリーと呼ば
れています。
ところで、先述したように蒸留酒を単独で嗜むと血
糖値は下がっていきます。しかし、30 年前、アルコー
ルの飲用で血糖が下がることをある方にお話ししたと
ころ、全く聞く耳を持たれませんでした。この方はご
自身の血糖を測っておられたので小実験にご協力して
いただくことになりました。
この実験は毎日の食事カロリーを一定とし、夕食時
に一日おきにお酒を一合飲み、毎朝食事前に血糖値を
測定して頂く単純な実験でした。
後日、その方はお酒を飲んだ翌朝の血糖値が飲まな
い日より 10mg/dl 前後下がったと興奮気味に報告され
ました。このことよりアルコールのゼロカロリーを確
かめることができました。
前述したように欧米ではアルコールは体内ではゼロ
カロリーのため血糖値は下がります。しかし、日本で
は生活の知恵で飲酒時にものを食べないと肝臓を傷め
るといわれており、つまみながらお酒を楽しむためア
ルコールによる低血糖発作は稀であったと考えらま
す。
今後、アルコールのゼロカロリーの機序を解明し、
糖尿病の新しい治療法の開発を期待しましょう。

◎ニコニコ箱報告
・誕生記念内祝 井前君（①古希になりました。②倉本さん、
受章おめでとうございました）、
倉本君
・入会記念内祝 生駒君
・皆出席 内祝 深野君（これからも皆勤を肝に命じ出席致し
ます）浜田君、馬渕君
・創業記念内祝 川脇君
・例会に参上して
近藤 眞道様
・次年度ガバナー補佐近藤様、ようこそいらっしゃいま
した。御指導宜しくお願いいたします。倉本会員、叙
勲されたことおめでとうございます。
朝倉君
・倉本さん、叙勲されおめでとうございます。我々ロー
タリー会員としても大変喜ばしいことでした。藤井君
・つたない卓話を聞いて頂いて。倉本さん、叙勲、誠に
おめでとうございます。
橋本君
・倉本さん、受章おめでとうございます。
入谷君
・倉本先生、叙勲おめでとうございます。
石田君
・倉本様、旭日双光章受章おめでとうございます！
伊藤君
・倉本さん、受章おめでとうございます。
河合君
・倉本会員の受章おめでとうございます。
川脇君
・5 月 9 日に旭日双光章を受章しまして。
倉本君
・倉本先生、旭日瑞宝双光章おめでとうございます。益々
のご活躍を祈念しております。
松尾君
・倉本さん、おめでとうございます。
大木君
本日の合計
7/1 よりの累計

￥ 98,000￥2,471,000–

◎R 財団への寄付
浜田 厚男君 ￥5,000- 井前 憲司君 ￥5,000入谷 治夫君 ￥5,000- 河合 一人君 ￥5,000篠原 光子君 ￥5,000-（倉本先生、旭日双光章の受賞おめ
でとうございます。
）

本日の合計
￥ 25,0007/1 よりの累計
￥ 820,000一人当たり平均 ＄152.13
◎米山奨学会への寄付
生駒 俊雄君 ￥5,000- 石田

佳弘君

￥5,000-

本日の合計 ￥
10,0007/1 よりの累計 ￥ 567,500会員より ￥320,000-

ｸﾗﾌﾞより ￥247,500一人当たり平均 ￥11,582-

