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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　 　12/17　13,000円 今期累計149,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 12/17　12,000円 今期累計179,000円

◆会員数43名　◆ 12/17　例会出席率58.33%
◆12/3例会修正出席率86.84%(修正前65.79%)
◆出席21名　◆免除者出席6名　◆欠席22名

1/7　第1  新年例会　
1/21　第2　フォーラム　　　　1/28　第 3 卓話　　

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 12 月 17 日
第 1651 回例会　No19

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会 1 名 ・ 退会 1 名 ・ 現在43 名　　◆ロータリーレート 10/1 ～ 108 円
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■点鐘

■四つのテスト唱和

■ロータリーソング 「奉仕の理想」

■ご来訪者のご紹介並びに会長挨拶

■幹事報告

■委員会報告

■ニコニコ披露

■点鐘

■忘年例会懇親会

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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≪1月の例会スケジュール≫　

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

四つのテスト　田中豊俊さん

1/14休会

皆さん、こんにちは。今日の話は

毒の話　（ヒ素）についてです。

今から２０年前の平成 10 年 7 月

和歌山市で起こった“毒入りカ

レー事件”で社会の注目を集めた

『ヒ素』についてお話しします。

この事件は、夏のお祭りの夕方、

カレーライスを食べた人が、

次々と腹痛を訴え吐き始めたので、

保健所は単なる食中毒と発表し

ましたが、約９時間後に１名死亡、１３時間後に２人目

が死亡と合計４名死亡しました。和歌山県警は事件の

翌日他の患者（６３名）の嘔吐、下痢の吐瀉物（としゃ

ぶつ）から『青酸』と発表しましたが、その後１週間して

『ヒ素』が検出されたと訂正発表しました。なぜ、『ヒ素』

の検出が遅れたのか？当時問題になりましたが、その

当時は、毒物の分析機器を備えている県警は、全国にあ

りませんでした。カレーを料理した鍋に付着した『ヒ

素』の量は、１０００人から４０００人の致死量にあた

ると和歌山県警本部が発表しています。本事件の容疑

者の家で見つかった『ヒ素』と、カレーに混入された『ヒ

素』が同一のものと公表されたのは、１２月になってか

らでした。なぜ、素人が『ヒ素』を簡単に手に入れたか

不明ですが、『ヒ素』は、江戸時代から毒殺に使われて

います。使われていたのは、銀、銅の鉱石に含まれている

“砒石”という鉱物にです。この“砒石”は泥の塊に似

てもろく『ヒ素』を含んでいます。時代劇の毒殺はこの

“砒石”が使われていたそうです。『ヒ素』は亜ヒ酸、ヒ酸

と呼ばれ、昔から亜ヒ酸丸(粒)にして、亜ヒ酸を少量

ずつ飲ませてしだいに量を増やし、体質改善し丈夫に

するのに用いられていたそうです。しかしながら、そ

の量を超えるとその効果は毒薬になり、徐々に慢性ヒ

素中毒となって死に至るので、なかなか判りにくいため、

毒殺に使われたそうです。また、『ヒ素』中毒には急

性と慢性があり、急性中毒は経口摂取後３０分から数

時間以内で口、のどの乾燥感と刺激、嚥下困難、嘔吐、

腹痛、下痢、血圧降下などの症状がでます。因みに、

歯科でも亜ヒ酸が使用されています。歯の神経を取るの

に最近は麻酔してとりますが、昭和３０年代

から４０年代は、“神経殺し”として使用

されていました。今でも、麻酔して神経を

取っても少し残る場合がありますが、その

時は、“亜ヒ酸パスタ”を使用する時があ

ります。私の仕事の歯科領域では、“ヒ素“　

“亜ヒ酸“は聞きなれた薬です。今日は、

『ヒ素』の話でした。

①例会変更並びに休会のお知らせ

長崎東 RC　12/20(金)忘年例会の為18 時～サンプリエール

長崎南 RC　1/8(水)新年例会の為　18 時 30 分～料亭二見

長崎北東 RC1/7(火)新年例会の為　18 時 30 分～寶来軒別館

【休会】長崎RC12/26.1/2　長崎東RC12/27.1/3

　 　長崎北東RC　12/25.1/1　長崎西RC　12/31

②会長交代のお知らせ　諫早西RC令和2年1月～6月　久保泰正さん

③ 9・10 グループ会員名簿をメールボックスに配付

1 冊 3000 円→会員一人 1000 円徴収

④グループ会長幹事会報告

●IM について(長崎 RC)● 2021-22 年度ガバナー支援金

の件(長崎中央 RC)● RYLA の件(長崎北 RC)● IM 等参加

時の交通費の件(福江 RC)●長崎琴海 RC の件

幹事報告　嶽本幸次幹事



長崎西ロータリークラブ
会長　許斐義彦　幹事　嶽本幸次

創立：昭和 59 年 10 月 2 日 1984/OCT2

例会：【火】午後１２時３０分

ホテルニュー長崎 095-826-8000

事務局：長崎市籠町 4-28 新観光開発ビル

Tel:095-828-1091 Fax:095-824-5520

URL:http://www.nwrc2740.jp/

e-mail:nwrc2740@ngs2.cncm.ne.jp

　　　　　市内ロータリークラブ例会曜日・例会場

月　長崎北　　ホテルニュー長崎　　長崎中央 ザ・ホテル長崎BW
　　　　　　　 　　　　　　プレミアコレクション
火　長崎みなと　サンプリエール 長崎西　　ホテルニュー長崎
水　長崎南　 ＡＮＡクラウンプラザホテル　　長崎北東 長崎新聞社　アストピア
　　　　　　　　　　 長崎グラバーヒル　
木　長崎　　 ホテルニュー長崎　　長崎琴海 パサージュ琴海
金　長崎東　 サンプリエール　　　長崎出島 ホテルニュー長崎

発　刊　長崎西ロータリークラブ　発刊日　毎週火曜日（翌例会日）
構　成 公共イメージ P　クラブ会報委員会　委員長　川口輝彦　
編　集 事務局　中田久美子

◆ガバナー事務所　〒 854-0016　 諫早市高城町 5-10-302
TEL: 0957-46-3096   FAX: 0957-46-3097

◆ 2 0 1 9 - 2 0 年度　R I 第 2 7 4 0 地区ガバナー　千葉憲哉
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米山奨学生近況報告
米山奨学生トン・インさん
皆さん、 こんにちは。 お久しぶり

です。 前回の例会参加は1か月半

ほど前です。近況報告ですが、出

前卓話が無事終わりました。 皆様

のお蔭です。ありがとうございました。今回は牧さんと

平山さんが付いてきてくれたので心強かったです。

お二人に感謝してます。ありがとうございました。

先週の日曜日、次年度の米山奨学生の面接会があり、

現在の奨学生もお手伝いに行きました。新しい面接の

人を見ると、 去年の自分を思い出しました。 合格者は

まだ分かりませんが、いろんな国の人がいて、それを

見たら去年はすごく運が良かったと思いました。フラン

スやカンボジアの人が去年いたら、 自分は選ばれな

かったんじゃないかと思いました。私の奨学金生活も来

年3月までで、 3カ月ほどです。 とても早くて例会参

加の日が減っていくことを考えると少し寂しいです。

あと僅かですが、 よろしくお願いいたします。

今週のお祝い

誕生祝い

田中豊俊さん
尾本久男さん

委員会報告 ■野崎親睦活動委員長

① 12/24(火)は、サンプリエールにおいて、忘年例

会を開催いたします。プレゼント交換がありますの

で、お一人1 個の賞品のご提供をお願いいたします。

② 1/7(火)は、京華園において、新年例会を開催い

たします。本日ご案内をお送りいたしますので、皆

様多数のご出席をよろしくお願いいたします。

長崎県長崎こども・女性・障害者支援センター

こども・女性支援部　相談支援課長

林　一さん

「児童相談所の

　　　機能と役割」

卓話

ニコニコ目標1,200,000 円 12/17　10000 円　累計458,700 円

ゴルフ同好会

忘年コンペ＆忘年会開催
12/19(木)ゴルフ同好会の忘年コンペと忘年会が開催された。

ゴルフコンペは、喜々津CCにおいて10名の参加で、優

勝は深堀さん。 また、 夜は場所を 「おかの」 に移し、

ゴルフ参加者以外の方も多数出席していただき、17名

の参加。楽しいひと時を過ごした。

ご参加の皆さん、お疲れ様でした。

■嶽本幸次さん　林一さんの卓話を記念しまして

 ニコニコします。

■水本由幸さん　先週例会欠席しましたので。

■北口功幸さん　ニコニコの為に!!前回に続き2 回目

  の入会祝いです。

■野崎地平さん　12/24 忘年例会、1/7新年例会です。

  ぜひ、ご参加下さい!!

1/5(日)事務局開き　12時～


