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例会報告  ＶＯＬ．５５ Ｎｏ．３５（Ｎｏ．2554） ５月９日（水）曇り （司会 大塚令昌委員長） 

 本例会での主な事項 

 ◎会長挨拶            ◎青少年奉仕委員会月間フォーラム 

       廣井 信会員・鯉沼敦規会員 

 

入 会 式 

齋藤政博会員 

 こんにちは。本日よりお世話になります、齋藤政博と申しま

す。 

ＪＣの時は、ロータリークラブの皆様にはご支援を頂きありがとう

ございました。 

分からないことばかりなので、宜しくお願いします。 

一生懸命頑張ります。 

 

推薦者・・・古矢 満会員、前島 聡会員 

委員会・・・ＳＡＡ委員会 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生  バルガス メサ・シャナットさん 

 こんにちは。 

先月、今月も博士論文を書いていますので、忙しいです。 

皆さんのお蔭で良い経験させていただいています。 

今年も頑張ります。 

 

 

 

 

誕 生 祝 

 

≪会員≫熊谷 昇会員 

 

諸 報 告 

職業奉仕委員会  斎藤広巳委員 

来週の例会は、アサヒビール見学です。９時１５分の白井石油さん前よりバス出発します。 

 

米山記念奨学会  島田 勝委員長 

米山記念館研修旅行が、５月１２日・１３日となりました。７時３０分に白井石油さん前よりバス出発です。 
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なお、１２日の午前中はネクタイ着用でお願いします。 

 

親睦活動委員会  石塚利明委員長 

５月２４日（木）は、ゴルフ大会です。当日宜しくお願いします。 

 

２０１８－２０１９年度 古矢 満幹事 

本日、理事・役員会を開催します。関係者の方は宜しくお願いします。 

 

幹 事 報 告     倉持功典幹事 

週報受理クラブ   水戸ＲＣ、水戸西ＲＣ、水戸東ＲＣ 

例会変更通知 竜ヶ崎ＲＣ ５月２２日（火） 午後６時３０分より 松泉閣 

理事・役員会報告 

１． インフォーマルミーティングについて・・・６月６日（水）午後６時より 於：糀屋 

２． 新旧委員長会議について・・・６月１２日（水） 午後６時より 於：野村屋 

３． ６月最終例会について・・・・午後６時より 於：糀屋 

４． 花火大会協賛について・・・５万円 

５． わんぱく相撲協賛について・・・３万円 

６． クールビズについて・・・・６月より９月末まで 

７． 公共イメージＵＰのためのフェイスブック開設について・・・瀬戸隆海会員に依頼 

                 ・・・・・・・・・・・承認される・・・・・・・・・・・・ 

 

会 長 挨 拶   石塚克己会長 

５月第２週の挨拶を申し上げます。 

米山奨学生のシャナットさん、ようこそお出でくださいました。そして本日より、お仲

間になります齋藤正博さん、ご入会おめでとうございます。先月入会の宮代さんと同

じく年賀状に「ご入会お待ちしています」と書きましたが、この日を迎えて、とてもうれ

しく思うとともにこのご縁が素晴らしいものになることと信じています。所属はＳＡＡ委

員会になります。 

昨日は第７分区ゴルフコンペの大会実行委員会打ち合わせがありました。お疲れ

さまです。また本日例会終了後に次年度第１回理事役員会があります。どうぞよろしくお願いいたします。  

報告ですが本日の週報に掲載されたとおり、５月４日に水海道ＲＣ・大宮シティＲＣ共同事業のイペー植樹

式を済ませました。ご出席していただきました会員の皆様、お疲れさまです。 

時間がありませんので以下・・・の部分は次週の週報にて報告。 

・・・・・東北関東豪雨水害後、海老原・松崎年度では『図書館再建及び中学校復興支援事業』、斎藤・北村

年度では『ドローン寄贈と復興の道しるべ事業』として、そしてこのたび、常総市の復興シンボルとなる『イペ

ー植樹とブラジル友好交流』にかかわりを持てたことは、まさしく奉仕の原点であり、ロータリーの公共イメー

ジを高めたことと思います。東北関東豪雨水害以降、世界や全国のロータリークラブからの支援金及び２８２

０地区からの活動補助金そして私たちの会費がこうして地域に役立てられること、これこそロータリー奉仕そ

のものかなと植樹式中、しみじみ感じておりました。・・・・・ 

 

神達市長、永岡桂子衆議院議員、ブラジル総領事に次いで４番目に挨拶しましたが「国際奉仕活動も展

開している我がクラブでも、こうした常総市とブラジルの友好促進活動も今後視野に入れて行きたい」と述べ

ました。 

斎藤年度での提案から実現に至るまで市役所との折衝役にお骨折りいただきました染谷正美社会奉仕委

員長、補助金申請と大宮シティロータリークラブとのパイプ役をしてくれました倉持幹事、銘板製作にご協力
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いただきました石井さんに感謝申し上げます。 

５月はロータリー特別月間で青少年奉仕月間となっています。青少年奉仕委員会薬物乱用防止キャンペー

ン事業にご協力頂きました廣井さん、鯉沼さん、プレゼンテーションをどうぞよろしくお願いいたします。以上

挨拶とします。 

 

青少年奉仕委員会月間フォーラム    

五木田裕一青少年奉仕委員長 

簡単に趣旨をご説明申し上げます。 

昨今、薬物使用容疑による芸能人の検挙や、若年層を中心とした一般人の間でも

脱法ドラッグに関連した事件・事故が発生するなど、薬物関連事案について多数報

道が行われております。これらは氷山の一角と言われ、公にならないものも含めます

と、相当程度蔓延しているのではないかとさえ言われております。高校3年生は学校

卒業後、大学進学等により保護者の下を離れ単身で生活する者が多くなると思いま

す。年齢こそ 18 歳で現行法制上未成年ですが、行動範囲も交友関係も拡大し、事

実上成人と同程度の扱いを受ける場面が多くなると思われます。ある程度の自由と引き換えに一定の責任も

問われるようになるわけですが、「薬物とはどういうものでどのような薬理作用があり、なぜ人体に有害なのか」

「薬物使用により検挙されると、どのような処遇や刑罰が待っているか」を正確に理解している生徒は少ないと

思われます。インターネット等で情報は容易に入手できますが、中には間違ったものや危険性を矮小化した

ものも多くあるようです。興味本位等軽率な動機によって取り返しのつかない事態を招く前に、正確な知識を

得て行動を律することは自己の身を守るためにも非常に有用であると考えました。 

そこで今般、廣井会員には医師の立場から「薬物とはどのようなものか」、鯉沼会員には弁護士の立場から

「薬物犯罪が検挙された後の処遇」の両面から論じて頂きました。 

最後になりますが、執筆いただきました両会員には心から感謝申し上げます。ありがとうございました。 

 

廣井 信会員 
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鯉沼敦規会員 

～少年事件（薬物乱用）～  薬物は１回でもダメ！ゼッタイ！！ 

１ 近年、未成年者の薬物汚染を伝えるニュースが後を絶ちません。記憶に新し

いところでは、小学６年生の男児が大麻を吸引したという、とてもショッキングな報

道もありました。 

では、薬物を所持・使用してしまったらどのような罪に問われるのか見ていきま

しょう。 

 

◇覚せい剤  覚せい剤取締法     １０年以下の懲役 

◇大麻    大麻取締法       ５年以下の懲役 

◇ＭＤＭＡ  麻薬及び向精神薬取締法 ７年以下の懲役 

◇シンナー  麻薬及び劇物取締法   １年以下の懲役 

若しくは５０万円以下の罰金 

 

２ 薬物は使用するだけでなく、売買や所持することも厳しく法律で禁止されています。もちろん、薬物事件

で少年が逮捕されることもあります。 

少年が逮捕されると、一般的には１２日間ほど警察署の刑事施設に入ります。警察署では、鉄格子で仕

切られたプライバシーが一切ないような部屋であったり、見ず知らずの少年と相部屋であったりと、とても辛

い生活が待ち構えています。 
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警察署での勾留が終了すると、一般的に少年鑑別所で約３週間ほど、心理テストや調査官による面談

を受けます。 

少年鑑別所でも、警察署と同じような環境で生活することとなります。 

そして、少年鑑別所での調査結果を踏まえ、家庭裁判所で少年審判が行われます。少年審判では、裁

判官が、少年院送致・保護観察処分等の判断をすることとなります。 

薬物に手を出すと警察に逮捕されるということは誰もが知っていることですが，逮捕された後にどのよう

な環境で、どういった生活を強いられるかはあまり知られてはいません。 

自分は絶対に薬物に係わることはないから知る必要はないと思うかもしれません。しかし，先に述べたよ

うな逮捕後の手続を知ることはとても大切なことです。刑事ドラマを見ていると，犯人を逮捕して，それで事

件は解決となりますが，逮捕された人にとってはその後に辛い刑罰が待ち受けているのが現実なのです。 

そのような現実があるという知識を持っていることで，自分は犯罪に手を染めないという意識が高まること

はもちろんですが，それだけではなく，その知識を伝え，犯罪に巻き込まれそうになっている家族や友人

を説得できるかもしれません。自分の一言がきっかけで助けることができるかもしれません。 

 

３ このように、薬物によって、刑事的に多大な制裁を受ける可能性があるばかりでなく、家族や友人など大

切な人たちを悲しませたり、失うことになりかねません。 

一度薬物に手を出してしまうと、止めることがとても難しいだけでなくその後の人生に多大な影響を及ぼ

します。 

薬物を誘われたら、きっぱり「いやだ」と断る勇気と法的知識を持って自分自身と大切な人たちの未来を

守りましょう。          

                                                            以上 

 

出 席 報 告   五木田利明委員長 

会員総数 出席者数 欠席者数 出席免除 メーク 出席率 

５３名 ４２名 １１名 ０名 １５名 １００．００％ 

 

ニコニコボックス  大澤 清委員長               入金計 ￥39,000    累計 ￥1,726,000  

本日より参加させて頂きます。宜しくお願い致します。  齋藤（政）会員 

誕生祝御礼≪会員≫熊谷会員 

齋藤政博さん、入会おめでとうございます。廣井先生、鯉沼さん、本日卓話よろしくお願いします。 

石塚（克）会員 

今月は行事が多いですが皆さんよろしくお願いします。  倉持会員 

本日、理事役員会よろしくお願いします。 染谷（秀）会員 

齋藤くん、入会おめでとう。  古矢会員 

廣井さん、鯉沼さん、卓話楽しみです。  斎藤（広）会員 

齋藤さん、ご入会おめでとうございます。青少年月間にあたり、廣井先生、鯉沼会員、本日卓話よろしくお願

いします。  五木田（裕）会員 

本日、薬物乱用についてお話しさせて頂きます。宜しくお願い致します。  鯉沼会員 

新会員の齋藤さん、入会おめでとうございます。  荒井会員 

齋藤さん、入会おめでとうございます。  大澤・前島・鈴木（勝）・青木（清）  各会員 

齋藤さん、末永く宜しくお願い致します。  石井会員 

齋藤君、入会おめでとうございます。  武藤会員 

家族親睦ゴルフコンペは、今月２４日木曜日です。ご参加の皆様宜しくお願いします。齋藤さん、ようこそ水

海道ロータリークラブへ！  石塚（利）会員 
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早退します。  内村会員 

地区協議会欠席しました。染谷正美会員様、代理出席お世話になりました。  北村（英）会員 

 

会報委員会  福田克比古委員長  荒井孝典副委員長  内村尚史委員  

 

２０１８－２０１９年度 クラブ協議会  平成３０年５月１５日（火） 於：野村屋 

   

  

 

アサヒビール茨城工場見学会   平成３０年５月１６日（水） 
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お疲れ様でした。 


