お元気ですか？ 小田 啓二でした
～今、伝えたいこと～
皆様こんにちは、お元気ですか。年末になり
公私共にお忙しい中、ＧＡの活動お疲れ様で
す。寒さも一段と厳しくなりますが、お互いに
健康に留意して活動にあたりたいと思います。
今年を振り返るとＧＡとしては、草加支部の
発足など明るい話題もたくさんありましたが、
られました。

社会的には思いがけない事件や事故も多く見
最近の話題では、スポーツ選手、芸能人、果
ては大学生までが大麻取締法違反で検挙され
るなど、身近なところまで薬物汚染が確実に進
んできています。すでに十月末現在、二一四九
人が検挙され、上半期前年比を大きく上回って
いると発表されました。少年、二十代の若者が
六五パーセントを占めています。
以前ニューヨーク市警本部を訪問した時に
アメリカの失敗を踏まえ「日本を安全な国とし
て保つためには、ドラッグを入れない事だ。
」

を与えています。若者は大麻使用についての罪
悪感が薄く、すでに悪い事だと知りつつスリル
や好奇心で手を染めてしまいます。最大の問題
は、規範意識の薄さであり、失う人生や社会的
制裁などは視野にないのでしょう。
ガーディアン・エンジェルスは、一九七九年
発足当初から麻薬撲滅運動に力を入れてきま
した。シンナー、大麻、ＭＤＭＡ、覚せい剤な
どの麻薬撲滅には、啓発活動が効果的です。今

ＧＡのいる風景 ― 全国支部探訪記

草加支部紹介

第三回

～感謝の気持ちを忘れずに〜
今回は四月に設立された、メンバー十五名
（男性十名、女性五名）
、平均年齢五七歳の「草
加支部」をご紹介いたします。この半年につい
てカラーにお話を伺いました。

ントサポートなどへ積極的に参加し、メンバー

きるようになるためにも、他支部の活動やイベ

また、草加支部が自立した支部として活動で

きました。

コミュニケーション活動を主眼に活動してい

とが一番だと思い、日中のパトロールの実施や

ての草加支部をまちの人々に知ってもらうこ

実際の活動としましては、まずはこの生まれた

年四月二十日に「草加支部」を設立しました。

ー全員が同じ目線で活動できるよう、話し合い
を重ねていった結果が今の草加支部の結束力
につながっていると思います。
２．支部名「ＧＡＳＳＯ」の由来
支部名の「ＧＡＳＳＯ（ガッソ）
」は、メン
バー皆で話し合った結果決まった名前です。
「ＧＡ」は「ガーディアン・エンジェルス」
「Ｓ」は「セイフティ」の頭文字
「ＳＯ」は「草加」のＳＯ
三つをつなげて「ＧＡＳＳＯ（ガッソ）
」と
しました。

また、拠点名の「キングベース」
（キング＝

十三という意味）は、草加支部の設立メンバー

が「十三人」であったことから、この名前とし

ました。

３．活動を通して感じたこと

設立当初、まだ何もわからないとき、他支部

のメンバーが「責任と自覚」をしっかり持ち活

動していることを目の当たりにし、心を動かさ

れました。活動当初は、不安で押し潰されそう

取材日 二〇〇八年九月十一日

剣かつ熱心に活動していきたいと思います。

よう、メンバーが一体となって、無理なく、真

ら、草加市民の皆さんに親しまれる存在になる

くれている他支部のメンバーの背中をみなが

今後も、生まれたての私達を暖かく見守って

４．今後の草加支部

う大切な場となっています。

活動に向けて大きな夢と希望を抱かせてもら

後はこの様な水面下に潜みやすい、見えにくい
になりましたが、今ではこの「責任と自覚」が
１．この半年を振り返って
犯罪の予防にも声を上げてまいります。本年
ＧＡとして活動する基本となり、やりがいとな
私たちは、支部設立前の平成十九年六月に
は、ＤＶＤ『ドラッグ・リポート』
（二十七分）
っています。このように、今でも他支部のメン
「草加支部設立準備委員会」を設立、平成二十
バーと交流することはすべてが新鮮で、今後の
が財団法人ライオンズ日本財団との協力で制

作され、完成次第各支部に配布する予定です。
重度の中毒患者の更生は全体の一割にも満た
ないそうです。ぜったいに使わない、誘われて
も断わるという危険回避、自己防衛の高い意識
を広げていきましょう。
そして今回の一連の大麻事件をきっかけに、
自分達ももう一度社会規範を考え直し、次に家
理事長 小田 啓二

族、地域へと広げたいと思います。

草加支部のメンバーは、すでに地域の防犯パ

一人ひとりが向上心を持ち活動してきました。

程調整などできるだけ負担がかからず、メンバ

バーです。そのような状況で、忙しい中での日

れ地域に帰れば役職や役割を負っているメン

トロールやボランティア活動で活躍し、それぞ

と、担当官に厳しい口調で言われた事を思い出
ミニ知識【大麻】

ＤＲＵＧ２００８より抜粋）

「けいさつのまど」特集号

（警察庁広報室

の報告があります。

色体異常の原因となるなど

低下、平衡感覚障害など。常用すると不妊、流産を起こす、染

陥ることもあります。身体的な影響は、吐き気、めまい、筋力

るようになります。何もやる気がなくなる「無動機症候群」に

発的な行為を行うことがあり、さらには幻聴や妄想等に襲われ

感情が不安定になります。このため興奮状態に陥り、暴力や挑

現在、過去、未来の観念が混乱し、集中力の欠如、思考の分裂、

になる一方、視覚、聴覚、味覚、触覚等の感覚が過敏になり、

法」で規制されています。大麻を乱用すると気分が快活で陽気

アサ科の一年草である大麻草とその製品のことで「大麻取締

します。これは今から八年前二〇〇〇年の話で
す。その時には、日本は大丈夫だと自信を持っ
ていました。日本は、治安が安定しており米国
のように貧富の差もなく、当時自分が見た貧困
ゆえに蔓延したドラッグ中毒者の悲惨な状況
今はどうでしょうか。検挙された覚せい剤の

は、日本にはありえないと思えました。
売人が、
「日本人はなぜこんなに買うのか？」
と取調べ中に聞いてきたそうです。去る十一月
十二日に門司港で押収された覚せい剤三三〇
トンは、末端価格は二〇〇億円に上るとされて
います。他の売人からは、日本の若者はお金が
私達は、豊かな日本で起きているこの現象を

あるから買うとも聞きました。
真摯に受け止めるべきです。表面には現れにく
い規範意識の弛みが、じわじわと社会に悪影響
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私のベレー帽

～宝物のピンズ～

ガーディアン・エンジェルスといえば「赤い

ベレー帽」を連想される方が多いでしょう。そ

思いがこめられています。今回は、そのベレー

のベレー帽には、メンバー一人ひとりの様々な

帽にピンズやバッチをたくさんつけているメ

☆ヒデオ （柏支部）
個数 ･･･
一五〇個

個数 ･･･
六十個

思い出深いピンズというと、やはりベレーの

ンバーにピンズへの思い、エピソードを伺いま ☆パンチ （柏支部長）

した。

正面に付けているＧＡのピンズです。私が入会

教育を行っているガーディアン・エンジェルスの活動に、
市民の皆様からのご理解とご支援をお願いします。
お振込先は以下の通りです。ご協力の程よろしくお願い

☆ローズ（埼玉地区本部長）

おります。青少年の非行防止、犯罪防止パトロール、安全

一番のお気に入りピンズ

ＧＡグッズ販売コーナー

ご寄附のお願い
日本ガーディアン・エンジェルスでは、｢より良い地域社
会をつくりたい｣と考える個人・団体からのご寄附を募って

した頃はセイフティしか付ける事が出来なか
個数 ･･･
一一五個（ 一つ目のベレー九五個、二つ目二十個） ったので、付けているメンバーを見ると羨まし
「こんばんわー」
かったのを思い出します。「自分もセイフティ

ピンズを付けているとパトロールの時や安

全セミナーの時などに子どもたちに 『一つ頂

「頭がとんでもない事になっているよー」
になったら付けたい！」と思い、なってすぐに
「わー、すごい、そのベレー重いでしょう」 買い求めました。嬉しかったですね。

街で声かけをしていると様々な人に話しか

けてもらいます。

初めてのピンズは、四年前の柏「手賀沼ジャ 戴』とか『あっ、鬼太郎だ！』とか言われるの
ズフェスティバル」パトロールに参加した時に で『いやだねー』とか言ったり、コミュニケー

Ｇジャンには海外や国内のハードロックカフ

支部長から頂いたもので、ＧＡに入ったばかり ションのきっかけとなっています。
の私は、それはもう嬉しかったのを思い出しま
どこかに出かけると必ずピンバッチを探し
す。それ以来、頂いたピンズは全てお守りとし ます。実はハードロックカフェが好きで、私の

てつけています。

ある時には、若者から「思い出にするからサ ェのバッチがたくさん付いているんです。今度
インして」とノートを出され、少しためらいま はそれもベレーに付けてみようかな。

したがサインをするとお礼にとバッチを手渡

されました。手作りのゲバラのバッチ、彼が一

そんな私の相棒ベレー、皆さんの思いがこも

生懸命作った心のこもったバッチでした。

っているピンズ、私の大切な大切な宝物です。
思い出のＧＡピンズ

29 号 2008 年12 月 24 日

価 格…
サイズ …

色…
白 3S / SS / S / M / L / LL / 3L / 4L

赤・黒 SS / S / M / L / LL / 3L

（白のポロシャツは、ベレー帽と対でカラーズとして使用できます。
）

この機会に“マイ ポロシャツ”を！！ ご希望の方は事務局までお問い合わせ下さい。

します。尚、お振込みの際には、事前にお名前とご住所を
ご連絡いただければ幸いです。

郵便振替口座 00130-9-549237
または

三菱東京UFJ銀行 赤坂支店 普通預金 5190124
口座名義

特定非営利活動法人
日本ガーディアン・エンジェルス

日本ガーディアン・エンジェルスは、
国税庁から認定NPO法人（国税庁課法11-90）
として認定されています。
寄附金は、寄附金控除等の対象になります。
発行元

事務局だより ～ はじめまして… ～

メンバー募集！！

今年入った事務局員二人です。早いもので半

16 歳以上（未成年者は保護者の

年以上が過ぎました。大事な時間をＧＡＪのた

承諾が必要） 以上の条件を満たし

めに費やす皆さんの姿に、いつも頭の下がる思

ていれば、国籍・老若・男女・学歴・職業に関

いで仕事をしています。皆さんのよきサポータ

係なく、どなたでも参加できます。メンバーに

ーとなれるように、今後とも頑張りますので、

なるために必要な条件は、腕力でも知力でもな

よろしくお願いいたします。

く「人のために何かしたい」という献身の姿勢

キティ
＆
バニラ

だけです。
詳しくはホームページもしくは事務局まで
お問い合わせ下さい。
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