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前 田 賢 一
会 田 義 明
滝 澤　勇
鈴 木 茂 男
今 井 一 男

2014 ～ 2015　国際ロータリー会長　ゲイリー C.K ホァン

ロータリーに輝きを

今日のお祝い　「おめでとうございます。心よりお慶び申し上げます。」

＊会員誕生日
　髙橋　浩君（23日）

＊夫人誕生日
　栗原良幸君（千春夫人18日）
　小林　透君（潤子夫人18日）

点鐘　…前田賢一会長

斉唱　…奉仕の理想

ゲスト紹介

大曽根しのぶ様
神奈川県立精神医療センター ソーシャルワーカー

会長報告

◎ガバナー事務所　より
・2月22日　ロータリーデーのお礼　ガバナーより
・第49回　神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上

野杯)のご案内
2015年4月14日(火)　湘南ローンテニスクラブ
9：30集合　16：00パーティー　18：00解散

・地区協議会の案内
◎神奈川県立座間養護学校ＰＴＡ会長　より

・平成27w年度　関東甲越地区肢体不自由特別支
援学校PTA連合会

「神奈川大会」への協賛・広告依頼
◎厚木市役所　より

・厚木市60周年記念事業「出張！なんでも鑑定団in
厚木」について

◎タウンニュース　より
・ロータリーデー in厚木2.22

幹事報告

◎例会変更
・大和中ＲＣ

3月12日（木） ⇒3月8日（日）ＩＭに振替
・寒川ＲＣ

3月23日（月） ⇒休会(クラブ定款による)
3月30日（月） ⇒28日（土）第4グループ合同例会

並びにIMに振替　14：00点鐘
於：アメリカ海軍航空施設

・綾瀬ＲＣ
3月24日（火） ⇒休会(クラブ定款による)
4月 7日（火） ⇒夜間移動例会（新会員歓迎会、花

見例会）
点鐘18：30　場所：ｵｰｸﾗﾌﾛﾝﾃｨｱﾎﾃﾙ海老名

・大和中ＲＣ
3月12日（木） ⇒3月8日（日）第6グループIMに振替
3月19日（木） ⇒夜間移動例会

点鐘18：30　場所　北京飯店
4月23日（木） ⇒一泊家族例会　場所：箱根
4月30日（木） ⇒取止め例会（クラブ定款第6条第

1節(ｃ)による）
◎週報

・秦野ＲＣ

第2646回例会（3月10日）☆司会　森住　等 副SAA

今日の例会（2015 年 3 月 17 日）

「改正債権法について」
担当：常磐重雄君

次回の例会（2015 年 3 月 24 日）

「倫敦二人旅」
担当：西迫　哲君
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理事役員会 議事録

日 時：2015年 3月10日（火） 13：30 ～（例会終了後）
会 場：厚木商工会議所　501号室

1.会長挨拶  前田 賢一 会長
2.例会行事
3月度例会
3日(火） 「創立記念例会」(移動例会) 前田賢一 会長

10日(火)  高橋　浩 会員
17日(火)  常磐重雄 会員
24日(火）  西迫　哲 会員
31日(火) 休　会
4月度例会
7日(火) 「春の親睦例会」(移動例会) 十亀健志 親睦活動委員長

14日(火) 「ロータリー雑誌月間」 國方達央 雑誌広報年史委員長
21日(火) 「次年度委員会例会」 会田義明 次年度会長
28日(火)  米山尚登 会員
3.議題
①地区研修・協議会(4/19)の件。
　次年度の会田義明会長と高橋浩幹事が担当する。
②長寿会員お祝いの件。
　長寿会員3名のお祝いを春の親睦例会にて行う。
③米山奨学生受け入れの件。
　米山奨学生の受け入れを了承。カウンセラーは和田勝美会員に、フォローを米山奨学委員長が担
　当する（今年度西迫哲、次年度西嶌洋一）
④その他
　1.春の親睦例会は、4/7(火) 18時点鐘で元湯玉川館にて開催する。
　2.長寿会員へのご祝儀は誕生日の時に例会で渡してはどうかの提案。基本的に当年度の運営に任
　　せる。祝賀会は別途開催とする。
　3.創立55周年の記念事業については、4月理事会で準備委員会を設けるか検討する。
　4.食事内容の検討については、業者「けやき」と前田賢一会長が話し合う。
　5.会費の変更（値下げ等）が必要かどうか、一度検討してみることにする。

スマイル

前田賢一会長・滝澤　勇幹事
先週の創立記念例会には、多くの出席を頂き、会場に
おいては黄金井一太チャーターメンバー、黄金井康
巳会員にお心遣い頂きありがとうございました。ア
サヒビールの井上さんおいしいウィスキーもありが
とうございました。そして日曜日のIMご出席を頂い
た皆様ありがとうございました。1つ1つの行事が終
わると、少しづつ楽な気持ちになります。

黄金井一太君
何時の間にか米寿になってしまいました。気分はよ
うやく停年になったつもりです。今日はありがとう
ございました。

黄金井康巳君
先週の認証状伝達記念例会にはセルバジーナを御利
用いただきありがとうございました。

壽永純昭君
創立記念例会の「再び不易流行」大変すばらしく感銘
しました。会員の歴史は、即厚木RCの歴史です。これ
からも多くの会員の「温故知新」を学びましょう。

西嶌洋一君
今朝、父の命日で墓参りをすませて来ました。東京大
空襲の隅田川で3月10日に亡くなりました。35才で
した。残された母も97才となりましたが自宅で元気
に過ごしております。父の分まで長生きした感じが
致します。平和な日々に生きれることに感謝してス
マイルします。
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森住　等君
本日49才！いやちがった。59歳を向えます。まだま
だです。今後もよろしくお願いします。

恵津晴夫君
忘れてました！結婚記念日の祝いありがとうござい
ました。

井上　聡君
先日長女が無事志望の高校に合格することができま
したのでスマイルします。私自身の母校でもあり、よ
けいに嬉しいですね。

滝澤　勇君
所用のため、早退致します。理事役員会の日に申し訳
ございません。

今井一男君
所用のため早退します。

今日のお花

黄水仙（ラッパ水仙）
壽永純昭君

卓話「危険ドラッグの現状について～医療の現場から～」

担当：髙橋　浩君
講師：神奈川県立病院機構 神奈川県立精神医療センター

福祉医療相談課 精神保健福祉士　大曽根しのぶ様

旧せりがや病院 沿革

昭和38年4月 全国にさきがけ、麻薬中毒者専門 医療施設
せりがや園として開設。

その後、神経症・アルコール依存症・薬物依存症を 対象に治
療をおこなう。

平成2年4月 芹香病院と統合し、神奈川県立精神医療セン
ターとして組織を改正。アルコール・薬物依存症専門病院とな
る。 Ｈ22年4月には独立行政法人化、現在に至る。

Ｈ26年12月 神奈川県立精神医療センター 依存症病棟

危険ドラッグの現状について
～医療の現場から～

神奈川県立精神医療センター
ソーシャルワーカー大曽根 しのぶ

危険ハーブ 関連記事
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アクセスしやすい インターネット購入

• 05月22日入荷ハーブ

• ジュリエット(Juliet)
• グリーンスネーク(GreenSnake)3rd
• シルバースネーク(SilverSnake)3rd

KING KONG(キングコング)2nd
• ハーブ(119)
• アロマ(43)
• フレグランスパウダー(12)
• バスソルト(2)
• お勧めセット(1)
• お得な3個パック(16) 5,500円
• 800円 OFF! 

2,400円
900円 OFF! 

依存症は回復はあるが完治しない
病気といわれている

• 本人の両価性に着目

（止めたいけどやめれない）

使わないメリットを考える

薬物は意志の力で止めることは非常に難しい

最初に困って助けを求めるのは家族

【家族会】

薬 物 ： 毎月第１、３月曜日

13：30～15：00
アルコール ： 毎月第２火曜日

13：30～15：00
場 所 ： 精神医療センター

参加方法 ： 予約不要 無料

当院以外の方の参加 ＯＫ

家族への支援 → 家族会

脱法ドラッグ依存者のタイプ

大麻から移行タイプⅠ

•大麻乱用 ⇒ 脱法ハーブへ。20年以上大麻を
止めていたのにハーブ使用者もあり。

違法薬物経験なしタイプⅡ

•違法薬物の経験がない。あっても薬物の使用
はガス、たばこ、アルコールなど

多剤乱用タイプⅢ

•Ｇａｔｅｗａｙ Ｄｒｕｇ⇒覚せい剤等多剤乱用⇒
逮捕、強制入院を経験⇒脱法ハーブ使用

支援において大切なこと

断薬後の支援

薬物依存症者が薬をやめた後の生きづらさを理解
する。

断薬後⇒イライラ感、抑うつ、不眠などの精神症状の

継続。

しらふで向き合う現実の厳しさ・・・

たとえ再使用したとしても医療や、ミーティングを継続
することが大事

神奈川県立精神医療センター
平成26年12月1日ＯＰＥＮ

新病棟 ２９０床
（依存症病床 ４５床）

医療療観察法病棟 ３３床



114320-2 DIC182

出席報告　＜会員 39 名、出席対象 37 名＞

2 月 24 日例会　　確定出席率 94.74％ 3 月 10 日例会　　出席 33 名　欠席 4 名　出席率 89.19％
＜事後メイク＞
　

＜欠席＞
　志保達郎君・小山賢司君・丸田隆弘君・青山泰秀君

国際ロータリー 第 2780 地区 第 6 グループ　2014-2015 年度 Intercity Meeting


