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本⽇の例会プログラム ⼤委員⻑の時間 （⽯川千賀男会員） 場所 アートホテル旭川 ２階ローアン 
 

     

 

  医療⽤⼤⿇と、薬物の危険について お話
しします。 
  
50％の確率で 癌になるともいわれています。 
決して⼈ごとではありません。 
 
薬物の危険についても ⼦供たちに伝えて下さ
い！                   
                     
                     
  会⻑挨拶 嵯城俊明会⻑ 

 

     医療⽤⼤⿇ 
   • ⽇本で認められていない 

  • 末期がん患者の痛みが和らぎ、⾷欲が戻り、気分も晴 

 れ、癌が改善されたという少数の報告 

  • これで全ての⼈に有効性が実証されている わけではない 

  • 世界では医療⽤のみ合法化された国、ソフ トドラッグと
 して嗜好品⽤にも合法化された 国もあるが、 現実は⼦供
 たちの薬物乱⽤に 結びついている 

 

 • この先、医療⽤⼤⿇の研究が進み、有効 性と安全性が実証され
 たときにはじめて合 法化するかどうかの  議論が出来る 

 • 安全性・・・ 

   ⼤⿇の成分には脳の神経回路を壊す 働きがあることがマウスの 

 実験で解明さ れている。 

  また⼤⿇1本でタバコ20本分 の発がん物質を含有 →医療⽤⼤⿇
 を 病気に対して適切に使⽤し たとしても安全性の問題がある 

   ソフトドラッグ 

  • オランダの薬物に対する政策で精神毒性 の強くない⼤⿇
 を許可することにより、他の 薬物の使⽤を 抑制しようと
 している →ソフトドラッグを認め、アヘン化合物、覚せ
 い剤などの精神毒性の強いハードドラ ッグの使⽤を抑え
 ようとする政策 

   • オランダでは薬物乱⽤で使う注射器の使い まわしでエ
 イズが蔓延するのを防ぐために 安全な注射器を無償で配
 布する政策をとら ざるを得ないのが実情の国 

   薬物乱⽤に使う注射器 

•本来は薬物乱⽤に注射器を使っているのだから、薬物乱     

 ⽤を取り締まらなければな らない 

   •  しかしながら薬物乱⽤の取り締まりが功を 奏さないの
 でせめて安全な注射器で薬物 乱⽤をさせて、エイズを蔓
 延させないように している     苦⾁の政策 

ポルトガルの例 

• 全ての薬物を⾮犯罪化して薬物乱⽤を健康 の問題として取り扱っ
ている 

• 薬物乱⽤者を刑務所に⼊れる代わりに、薬物 に関する教育、予 

 防、治療を提供する。更には薬物使⽤が他に危害を与えない者 

 は普通 に⽣活をさせている →若者の薬物乱⽤が減少、過剰摂取
 による 事故が減少、エイズの感染率が下がり、治 療を⼗分に受
 けることができ、安全で健康的な社会を実現 

誤解をしないでください 

• これらの政策は薬物が安全だから認めている 訳ではない 

• 最悪な状態から脱却するための経過措置に 過ぎない 薬物乱⽤は
 犯罪、健康の両⾯の 問題を抱えていることに変わりは ないこと
 を忘れないでください 薬物乱⽤はダメ。ゼッタイ。 

平和な⽇本 

• 世界には薬物乱⽤が蔓延している国、戦禍を 被る地域、
 貧困から抜け出せない地域、そして安全な飲み⽔さえ無
 い地域が数多くある。 

 

• 偶然、平和な⽇本に⽣まれ、平和な家庭で暮 らしていることを当
たり前と思わずに今の⾃分 を取り巻く環境に感謝をしてください 

• そして偶然にも許された「夢を持ち、努⼒でき る」⾃分の可能性
 を⼨分たりとも無駄にはしな いでください 



 

     皆さんの居場所はあるのです    

危険な薬物は⾝近に・・・ 

薬物はこんな⾔葉ですすめられる 

・みんなやってるよ (みんなやってませ ん) 

・眠気ざましに良いよ (薬が切れると混乱と不 安) 

・仕事が進むよ (仕事進みませ ん) 

飲むだけでこのような効果の出る夢のような薬は 

この世にはありません。中⾝のわからない物、 

聞いたこともない物は絶対に⼝に⼊れないこと 

どのようにして断る? 

「合法って⾔われているし、ちょっとなら⼤丈夫。 

勇気があるから怖くないよね。 

どんな気分になるかみんなで吸って、仲間になろうよ」 

「このビタミン剤なんだけど、けっこう、みんな飲んでいて、
評判いいよ。 

すっきりして眠くならないから仕事が進むみたい。 

⼀個、あげようか?」 

断り⽅のポイント 

・きっぱり断り、危険性を伝える 

「何が⼊っているか分からないし危険だよ」 

・とにかくその場から逃れる 

「⽤事を思い出したので、もう帰るよ」 

・興味がないことをハッキリ⽰す 

「ドラッグには興味がないからいらないよ」 

・⾸を横にふる・⼿をふっていらないことを⽰す 

⾃分の居場所 

⼈は⾃分の居場所を⾒つけるために薬物乱⽤に⼿を出します 

・仲間との絆を深めたい ・仲間からの排除が怖い 

・⾃信を持ちたい ・不安、緊張をひそかに解決したい 

これらの思いを叶えてくれるのは薬物でもなく、薬物をくれる
優しそうな⼈でもない 

 

信頼する⼤⼈ 

皆さんの周りには信頼できる⼤⼈がいます 

・職場には信頼できる部下 

・家庭にはいつも寄りそってくれる家族 

 ⾃分、⼀⼈で悩んで薬物に⼿を出さず に信頼出来る⼤⼈に必
 ず相談してください 

  

 

 

 薬物乱⽤はもはや対岸の⽕事ではありません  
  皆さんの⾝近に潜んでいます。 

  今⽇の話を忘れないでください 

 
      良佳（株）はな保険薬局 薬剤師 

                                       

   第１１８２回例会 会務報告             ⽊村和哉幹事 

１．札幌モーニングロータリークラブより、『会報 ＮＯ．２２〜２８』収受。 
 
２．旭川東北ロータリークラブより、『第２０回 親睦チャリティーゴルフ ⼤会終了のお   

礼状並びに決算書』収受。 
 
３．公益社団法⼈⽇本キリスト教海外医療協⼒会切⼿部より、『使⽤済み切⼿・書き損じ   

はがき等寄付のお礼状』収受。 
 
４．⼀般財団法⼈ ⽇本国際飢餓対策機構より、『寄付⾦に対する感謝状』  収受。 
   

      ４つのテスト唱和  伊藤吉洋会員   前期会計より仮払い分のお願い 笹川会員   ⼩林会場監督 

     



  
      
      旭川MRC 出席報告                                                                                        例会運営委員⻑ 福居恵美⼦ 

 
＊ 本⽇の出席 第1182回 例会 総  員 28名 

     7⽉26⽇ 出  席 22名 
   出 席 率 78.57 ％ 

 
＊ 修正出席 第1180 回 例会 総 員 28名 

                   7⽉12⽇  正出席25名 
修正出席率 89.29 ％ 

 
＊ ビジター ございません              ＊ ゲスト ございません

 
＊ メークアップ 7/19 安井 裕⼦（旭川東ＲＣ）

                          7/23 宮永 憲⼀（旭川南ＲＣ）  
                          7/25 福居 恵美⼦（旭川北ＲＣ）  

 

      本⽇のﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  ⽇も⾵も星も 

 
 

      
      ⾷事と懇談      
          ⽊村  伊藤 中岡さん     ⼩林  ⾶弾野  飯塚              笹川  福居 

  

         ⼩柳    井上    坂本             ⽵村    ⽵澤     橋本 

  

       ⽯川  宮永   渡邊    ⽵村    朝倉   嵯城      林    ⾼⾒    河崎  
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                                                                        ⼤委員⻑の時間      ⽯川 千賀男 奉仕プロジェクト委員⻑    

 おはようございます。 
職業奉仕。社会奉仕。国際奉仕。⻘少年奉仕を束ねる奉仕プロジェクト委
員会を嵯城会⻑より任命されました⽯川でございます。 
 
前年度は ２５周年実⾏委員⻑ を安井前会⻑より仰せつかりまして、皆さん
のそれぞれの多⼤なるご協⼒のもと、今⽉号の北海道経済にも掲載されま
したが、何とか、終わらせることが出来ました。ご協⼒ありがとうござい
ました。 
さて私のこの時間ですが、先週の飯塚さんのように会社のこと、三浦綾⼦
⽂学館のこと、⿓⾺の会のこと、⽯川啄⽊のこと、⾊々ありますが、 
今⽇は、「 旭川の経済と将来の展望 」について、私が常々思っていること
をお話をしたいと思います。 
 
私は最近、 あさひかわ新聞 の「⽇銀の旭川事務所⻑の河村賢⼠さん」の記
事に注⽬しております。 
「 旭川の経済デスカバリー 」として、すでに３６回⽬の掲載となっていま
す。 

   その中で、 

⼀つ⽬は⼈⼝についてです。 
旭川市の⼈⼝は１９８６年今から３２年前の３６５，８００⼈をピークに減り
だし、２００４年までは３６万⼈をキープしていましたが、２０１８年７⽉現
在３３８，５７３⼈です。９．２％の減です。 
 
２００５年に３６万⼈を切ってから名寄市の⼈⼝と同じくらいの激減をしてい
ます。 
少⼦化の流れにいかに⻭⽌めをかけれるか・・出⽣率アップ、結婚。出産。⼦
育てへのアプローチ。若者の流出を防ぐための教育、雇⽤の充実。流⼊⼈⼝を
図る等、しっかりとした未来への⼈⼝ビジョンが必要なのではないかと思いま
す。 
 
⼆つ⽬は観光客の⼊込と宿泊についてです。 
今、国は外国⼈観光客、昨年度の２８００万⼈を４，０００万⼈にする計画を
打ち出しています。 
 旭川市のその課題の１つは、およそ年間５５０万⼈の観光客のうち旭川市に
宿泊するのは６０万⼈、１１％しか泊まっていないという現実です。 

   河村賢⼠⽒

 

   皆さん⼤体１泊したらいくらくらい使いますか。 

  間違いなく宿泊代１万、それに⾷事代、お⼟産等平均２万円は使いますね。 
  約５００万⼈×２万円で、１，０００億円のお⾦が地元に落ちる計算になります。 
   
   ちなみに、札幌市は観光⼊込数１、８５０万⼈で約５０％が宿泊します。 
  １⽇あたり２４、９５０室の宿泊施設があります。函館市も⼊込観光客５２５万⼈で６５％は宿泊します。 
  そして今年、２０００室のホテルの⼯事が始まっています。客室は６４８８室あります・ 
  釧路は３３２３室ありますが旭川市はその下、３０３９室しかありませんので、各種の全国⼤会などは夏場 
  は特に客室が取れないために、その全国的な⼤会を断念せざるを得ません。   
   

 

それと、 
旭川市の観光名所が動物園だけというイメージですが。 
観光は地域の⽂化や遺跡等を市⺠が作り、盛り上げるものではないでしょ
うか。 
三浦綾⼦記念⽂学館も観光資源の⼀つです。 駅から氷点橋を渡り「⽂学の
道」と称してウオーキングさせようと計画をしています。 
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                                                               ⼤委員⻑の時間   

     
               観光客を滞在型にすることが、旭川の⼤きな課題であり、ハブ型観光への転換が必要だと考えます。 
     旭川市を中⼼に⽇帰り観光(富良野、層雲峡、美瑛、⼤雪⼭)等の強い連携や体験型観光プランなどが 
               必要でしょう。 
    
                  ３つ⽬は、税収から⾒た経済状況です。 
  
                 旭川市の⼈⼝は２位なのですが、税収から⾒た経済活動規模は苫⼩牧市に抜かれて５位になってしま  
                いました。  
                もう⼀つ、２０１７年の１２⽉末現在の旭川市内の⾦融機関の預⾦残⾼は、約１兆８千億円ですが、 
                貸出残⾼は８千７００億円で、預貸率は４８％です。 
                全道では５７％。全国では６２％です。預貸率が低いということは、地元企業に借り⼊れ意欲がない  
                ということです。 
                将来にわたってよい収益が得られるプロジェクトが乏しいということでもあります。  
                何となく町全体が守りに⼊ってしまっているような気がします。 
  
                河村さんは、とても保守的な街と⾔っています。 
                地域活性化を掲げて、市や町全体が強いリーダシップを以って、何らかの形で、地域全体が⼒を結集して  
                マクロの視点で取り組んでいくことが必要な時期に来ているのではないかと思います。 
 
                  ４つ⽬は１５０年たった北海道です。 
 
                松浦武四郎が「北海道」と命名してから１５０年たちました。正式には８⽉１５⽇に命名されたそうです。  
                最初「海」という字が 加伊 という字だったそうです。 
                アイヌ語で⾃分たちの住むところをカイと呼ぶところから取ったといわれています。 
 
              でも⽇本地図を⾒てください。 
              北海道は１５０年たった今も「蝦夷地」のままだと思います。 
  
              今年から来年にかけて⽇本そして北海道、旭川市を変える⼤事な１年間になるのではないでしょうか。 
               ご清聴ありがとうございました。  
  

 
 
 
 
 
    ７⽉２９⽇ ⽇曜⽇の 北海道新聞 朝刊より 
           
 
 
 
 

  

                         



                    
     

     ＮＥＷＳ 夏の甲⼦園！   

第１００回 全国 ⾼校野球 選⼿権記念北北海道⼤会の決勝が２１⽇、 旭川スタルヒン球場 であり、 
旭⼤⾼ が、５６代表の⼀番乗りで名乗りをあげた。   旭⼤⾼の夏の 甲⼦園 出場は９年ぶり８回⽬！ 

   

    

    

    朝例会終了後 ⽴体駐⾞場の出庫順番待ちも 爽やかな  笑顔         

 

           

            笑顔に⾒送られて、    

              

                              出庫する 橋本会員の ｍｉｎｉ              
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http://www.asahi.com/topics/word/%E9%AB%98%E6%A0%A1%E9%87%8E%E7%90%83.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E6%97%AD%E5%B7%9D%E3%82%B9%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%92%E3%83%B3%E7%90%83%E5%A0%B4.html
http://www.asahi.com/topics/word/%E7%94%B2%E5%AD%90%E5%9C%92.html


           

 

 

 

 
 
 


