4３期【No.12】第 2044 回例会
（過去 3 回の修正出席率

【本日の卓話】

「全員協議会」

2015/10/1
8/27：100％ 9/3 98.11％ 9/10：98.15％）

地区大会全体会議Ⅲ
10 月は経済と地域社会の発展月間/地区米山月間です

【前回の会長挨拶】
（第 2043 回例会）
日曜日に有志による富士山・グルメツアーが有りまして、シルバーウイークのせい
か富士山周辺は凄い渋滞で、帰りが 3 時間程遅れてしまいましたが、大変友好を
深めることが出来たと思います。
今日は、純ちゃんのコーナーより地区大会について少しお話したいと思います。
「地区大会はガバナーにより、・親睦に重点をおく・討議に重点を置く等色々な味
が出て善いのだと思います。ただし派手にお金を使いすぎるな、世間の誤解を招く
ことになる」と言っておられます。ロータリアン森繁久弥さんがロータリーの奉仕
の有り方についてお話をされておられます。『皆が一致団結して奉仕をすべきだ』に対して、「ロータリーは個人
奉仕だから、たとえば 100 人が足を揃えてヨイショ・ヨイショと歩くより、それぞれが自分のペースで自由に
歩いた方が早く歩ける。だから自由に自分独自の奉仕を実践するのがロータリーの本来の奉仕の在り方である」
とお話をされました。当時この様なロータリーの解き方もあるのかと、目から鱗が落ちた思いがしたそうです。
「ある年は京都大学の教授・また企業の経営者の方々等、地区大会では講演だけではなく、親睦にしても奉仕に
しても多くのいろいろな人との出会いの機会があるのがロータリーであり、沢山の事を地区大会において学ぶこ
とが出来ます。又よき出会いにより人生が変わる事もあります」と言われております。
今回当クラブが担当しております地区大会のホストは主催者でなく、あくまでも黒子であります。しかし他クラ
ブとの出会い、当クラブ内での結び付きの強さが深まる良い機会だと思います。
あと 37 日です。成功裏に終わります様、会員皆様の協力をお願い致します。

【前回の例会】 「知っておきたい矯正歯科治療の基礎知識」 アイル矯正歯科 山口英治様
矯正歯科治療とは、「見た目を治すだけの治療ではなく、人生の質（Quality Of
Life）を高める」ための治療です。
歯並びの悪さにより歯周病に罹患すると口臭だけではなく、歯周病菌が血管に入
り込み、動脈硬化や心筋梗塞の原因となったり、炎症性物質の影響により早産の
リスクが 7.5 倍に高まると言われています。プラーク（歯垢）の中にいる歯周病
菌が炎症性物質を増加させ、早産の原因になることが今は分かってきております。
歯並びの悪さは、咀嚼機能（そしゃくきのう）障害（粉砕能力の低下）を招き、
胃や腸への負担が増えてまいります。それから、発音機能（言葉の不明瞭化）・外傷の誘引・顎骨の成長障害・
口呼吸・歯科治療の困難化・心理的障害を引き起こすことがあります。
矯正治療のメリットは、虫歯や歯周病の予防・唾液の分泌促進・しっかり噛める・8020 の達成・学習能力の向
上が挙げられます。
また、寿命には平均寿命と健康寿命がありますが、歯の本数を多く保つことで、平均寿命を延ばすだけでなく、
平均寿命と健康寿命との差（不健康な期間）を減らすことが出来きます。
矯正治療は「子供の矯正治療」と「大人の矯正治療」に分類されます。子供の矯正治療では、主に歯が並ぶため
の顎の大きさや位置の改善を目的としています。子供の矯正治療を行っておくことで、将来的に永久歯の抜歯や
顎の手術などの処置を避けられる可能性を高めることが出来きます。
大人の矯正治療は歯の位置を変えることで、噛み合わせの改善を目的として行うものです。
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卓話者 山口英治様と島田君･南君

浅岡会長より卓話者へ御礼の言葉

ようこそ！本日のビジター

幹事報告(稲垣幹事)
■ 9/10 に発生した鬼怒川水害の支援のための口座が
開設され、被災地域のＲＩ第２８２０地区倉沢ガバナ
ーの呼びかけで義捐金の支援協力の依頼がありまし
た。募金箱にご協力をお願いいたします。
■ 9/26(土)～27(日)にかけて羽根町「暮らしの杜」に
て岡崎ＲＡＣ第６回例会「リレーフォーライフ」が開
催され、に西脇委員長に出席していただきます。
■ 菅生川を美しくする会より、9/6 の草刈り一斉清掃の
御礼状が届いております。
■ 次週 10/1(木)例会終了後、ローレライにおいて理事
会が開催されます。理事役員の方はお間違えの無いよ
うにお願いします。
■ 例会変更の案内。週報あづまをご覧下さい。

ニコボックス委員会
 浅岡謙治君 幸田の彦佐祭り写真コンテストにて中日
新聞社賞をいただきました。
 稲垣寿君 石川さん有難うございました。
 島田英太君･南鉉君 山口先生のご来訪を歓迎します。
 三浦泰廣君 遅くなりましたが報告書をお渡しするこ
とが出来ます。
 近藤金作君 年次報告をさせていただきます。
 坂野弘君 青山さんが点鐘の台を作ってくださいまし
た。有難うございます。
 池田正君 先日の旅行で私の開発した四つの喜び「お
みくじバージョン」を試してくださり有難うございま
した。
 生駒尚久君 西脇君、日曜日は有難うございました。
 西脇謙二君 先日はお疲れ様でした。皆様のお陰で楽
しい旅行になりました。
 新浪勝也君 良い事がありました。但、卵が孵化する
まで時間がかかりそうです。
 手嶋明君 青森～北海道の車旅。1 ヵ月のご無沙汰で
した。
 長坂勲君 ニコに協力します。

2014－15 年度会計報告（三浦直前会長）
・会計報告 （宇野会計）
・監査報告（野村会計監査）
ビジター報告 [岡崎南 RC]1 名
出席委員会
本日の出席率 84.21%(欠席 9 名)
前々回(9/10)修正出席率 98.15％(欠席 1 名)
米山奨学委員会 ご浄財をお願いします。10 月は米
山月間です。第一か第四例会に寄付をお願いします。

９月の DONATION
ロータリー財団

財団小銭寄付金

米山奨学会

米山小銭寄付金

ニコニコ BOX

９月

\0

\3,681

\0

\5,198

\111,000

今年度累計

\11,800

\14,094

\30,000

\14,553

\353,000

岡崎 ERC 列伝！そのとき時代は！

「歴代会長のロータリーの思い出

④」

第 29 年度会長 水野 恒彦君
振り返ってみますと会長を拝任してから、はや 15 年の歳月が過ぎ去りました。当時のクラブは、会
員も 97 名の在籍があり、毎週の例会も中々の盛会でありました。当時の思い出と言いましても様々
ですが、その年度は主なる行事も多数ありましたが、私としては、現在も続いておりますＲＣＣの「長
瀬楽人会」の設立に当たった事は、強く記憶に残っています。この会は、市立矢作北小学校の生徒が
中心で、地元で百数十年の歴史を持つ「雅楽の会」の人々が指導されている会でした。その後この会
は、国内は勿論、2010 年には上海国際博覧会にも「岡崎キッズ雅楽隊」として、日本の文化を世界
に向けて発信しました。この思い出は、今後も深く私の中に残っていくものと思います。
遠花火 時の過ぎゆく 音の中
恒彦

page 2

10 月の例会予定
例会予定

例会会場

10/８(木)

内容

定款第６条第１節の規定により休会

10/15(木)12:30～

ウエスティンナゴヤキャッスル

「全員協議会」地区大会リハーサルⅠ

10/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」「米山月間に因んで(仮題)」米山学友 高 爽様
10/29(木)12:30～

ウエスティンナゴヤキャッスル

「全員協議会」地区大会リハーサルⅡ

他クラブ例会変更・休会のお知らせ
変更予定日

RC 名

サイン受付場所

10 月 6 日（火）

岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 7 日（水）

三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 9 日（金）

安城

碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30

10 月 13 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 14 日（水） 三河安城

ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30

10 月 16 日（金） 安城

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

10 月 20 日（火） 岡崎南

岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30

10 月 20 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 20 日（火） 豊田中

名鉄トヨタホテル 1 階 17:00～18:00

10 月 21 日（水） 知立

ホテルクラウンパレス知立 510 号室 11:30～12:30

10 月 22 日（木） 豊田

ホテルトヨタキャッスル１階 11:30～12:30

10 月 26 日（月） 豊田三好

三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15

10 月 27 日（火） 岡崎城南

岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30

10 月 30 日（金） 安城/西尾 KIRARA

定款第 6 条第 1 節の規定により休会

同好会便り
同好会

開催予定日

場所

内容

あづま会

未定

未定

【９月あづま会結果】9 月 29 日(火)額田 GC
優勝：安井健次君(N65/G85) 準優勝：浅岡謙治君(N68/G85)

ひよどり会

未定

未定

写楽会

定例会

有志による写真をメーリングリスト･例会場にて掲示
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