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水と衛生月間
月間テーマ（3月）

第1189回（本年度 第32回）例会

会長挨拶
会長　村橋 義晃

3月は、水と衛生月間です。毎月初に配信されるガバナー月信を是非
読んで下さい。毎月の片山ガバナーのメッセージには、しっかりとした
内容が掲載されていますので、一読されることをお願い致します。

先週の三世代合同例会において行いました、三世代合同社会奉仕事
業の水上隣保館より、感謝状が届きました事、ご報告致します。

台湾花蓮市の震災義援金については、既にご報告と寄付のお願いを
しておりますが、前回、ご欠席の方々には、再度募金をお願いさせて
頂きますので、ご協力をお願い致します。

本日のプログラム

次回 3/14 のお知らせ

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　東京裁判という洗脳
　木村 眞敏 会員
■第2回 ノミニー理事会
　11：30～　サファイアルーム
■第10回 4月度理事会
　13：40～　サファイアルーム
※次週、3月15日（木）の例会は3月14日（水）
　に振り替えです。
　お間違えの無いようにお願い致します。

♬SONG : 「4つのテスト」
■太閤園3RC合同懇親会
　例　会：17：00～　オパールルーム
　懇親会：18：00～　桜苑



2017-18年度第1188回（第31回例会）
幹事報告 (3/1)

幹事  辻 義光

■本日の卓話は金森会員です。金森会員よろしくお
願いいたします。

■3月8日（木）の卓話は木村会員です。木村会員よろ
しくお願いいたします。

■3月22日（木）の卓話は栗山会員です。栗山会員よ
ろしくお願いいたします。

■地区より「会長エレクト研修セミナー（PETS）出席
義務について」の案内が来ています。

　1．日時：2018年3月3日（土）

　2．場所：大阪国際会議場

日曜日に閉会された17日間の平昌オリンピックで
は、日本は過去最多の13個のメダルを獲得し、期間
中の各競技では、スポーツならではの感動的なシー
ンが沢山ありました。

男子フィギュアスケートの羽生結弦選手は、怪我を越
えての2大会連続の金メダルに輝き、大きな感動を与
えてくれました。

男子スノーボードハーフパイプの銀メダリスト、平野
歩夢選手も練習中に大きな怪我をしましたが、父親
の絶大な応援を得て、子供のころから憧れの選手で
あったアメリカのショーン・ホワイト選手と金メダルを
争い、銀メダルを獲得しました。

女子スピードスケート500m金メダリストの小平選手
とライバルの韓国李選手との美しい友情は、素晴ら
しい感動シーンでした。

女子スケートパシュートは、年間300日間の合宿を共
にしたメンバーと素晴らしいチームワークで金メダル
を獲得しました。

女子カーリングでは、北海道の小さな町のメンバー
が笑顔のチームワークで銅メダルに輝きました。

このオリンピックは、沢山の感動を与えてくれました。
そして、人に与える笑顔の大切さを考えさせられまし
た。より一層、笑顔を心掛けたいと思います。

　西田会長エレクト、出席お願いいたします。

■大阪城北・鶴見・中之島3RC合同懇親会の案内です。

　1．日時：2018年3月14日（水）
　　　　  17：30受付　18：00開催

　2．場所：太閤園　桜苑2F

　当日17：00より例会を行います。3月15日（木）の
振替例会とします。

■2660地区IM6組のロータリーデーの案内です。

　1．日時：2018年3月17日（土）13：00～18：00

　2．場所：大阪国際会議場 12階

　3．タイトルは「大阪の文化は今・・・」

■地区より「第1回クラブ戦略計画委員長会議のご案
内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）10：30～12：00

　2．場所：大阪市中央区センター

　クラブ戦略計画委員長、ご出席お願いいたします。

■地区よりIM第6組フレッシュロータリアン研修交流
会のご案内」が来ています。

　1．日時：2018年3月17日（土）18：20～20：30

　2．場所：大阪国際会議場 10階 1001･1002号室

■地区より米山奨学生オリエンテーション＆懇親会
のご案内が来ています。

　1．日時：2018年4月5日（木）

①16：00～16：40　新カウンセラー対象オリ
エンテーション

②16：45～17：30　合同オリエンテーション

③17：45～19：40　懇親会

　2．場所：ヴィアーレ大阪2階　クリスタルルーム

　会長、米山奨学委員長、カウンセラーの皆様、ご出
席お願いいたします。

Congratulations!

早瀬会員が米山奨学委員会より「米山奨学寄付 メジャー
ドナーレベル１」（１１０万円以上達成）の表彰を受けました。



・現在人の終末期に歯は必要か？と我が年55歳くら
いから思い出した。その時から我が年70歳になれ
ばそのことを世に問うことをしたいと思い、65歳か
ら準備してきた。

・一昔前までは、どの人種の人間も老人と言われた時
代には高齢者の歯はないに等しい顔立ちをよく見
かけた。

・おそらく皆様方の祖父母の顔を思いだせば、歯のな
い人が多いのではないですか？

・一世を風靡した「きんも100歳！ぎんも100歳！」の
「きんさん、ぎんさん」も歯がなかった。

・そう言えば、最近よく見かける将棋の「加藤一二三
さん」もほとんど歯がない。なのに貫禄十分の体格
です。昨秋、京都高島屋での催事場で間近に拝見し
たが、たしかに前で見る限り前歯上下2，3本しか無
かった。書物による一説によると、入れ歯を入れると
気になって将棋に集中できないので、はめずに来た
とのこと。最近のコマーシャルで顔をみれば上下の
唇が薄い。

・寿命＝生物の一生の時間をいい、普通は事故や明
らかな病気によらない自然死の年限を指す。
人間においては、母親から生まれ、何らかの
形で死を迎えるまでの期間。

・健康とは＝1948年設立の世界保健機関憲章で「身
体的、精神的、社会的に完全に良好な
状態であり、単に病気あるいは虚弱で
ないことではない。それを受けて日本で
は1951年官報掲載で、「完全な肉体的、
精神的及び社会的福祉の状態であり単
に疾病又は病弱の存在しないことでは
ない」と。

・健康寿命＝日常的な医療や介護に依存せず、自立
して健康的な生活を送れる限界の年齢
のこと。心身ともに健康的に生活できる
期間。健康上の問題で日常生活が制限

歯の終活

金森 市造 会員

されること無く生活できる期間。

・平均寿命＝実際に亡くなった時の年齢の平均では
ないことで、あまりしられてない。

厚労省人口動態・保健社会統計室担当
者も「亡くなった人の年齢の平均を出し
ている訳ではない」という。平均寿命は、
亡くなった人の平均年齢ではない。

すなわち、その年の死亡率がこのまま変
わらないと仮定した上で、その年に生ま
れた子供が、その後何年生きるかを推
計したものが平均寿命、すなわち0歳児
が後何年生きられるかを示した数字。

・天寿＝あらかじめ定まっていると考えられる寿命。
天から授かった寿命を生き尽くして死ぬこと。
十分に長生きして死ぬこと。

・長寿＝寿命が長いことを指す。また物事が長く持続
していることを指す。

世間では、「この歯はもう寿命が来た！」と言っている
ことを耳にしたことありませんか？

歯も臓器です。耳や目、さらには胃や腸、腎臓、肝臓な
どに「もう寿命が来ました！」とは普通は、言わないで
すね。

8020運動を聞いたことありませんか？

1989年（平成元年）

厚生省（当時）と日本歯科医師会が「いつまでも美味
しいものを食べ続けるための元気な歯は、日々の手
入れから！」ということで推進した運動が、「80歳に
なっても20本以上自分の歯を保とう！」です。

20本以上の歯があれば、食生活にほぼ満足すること
が出来ると言われています。

そのため、「生涯にわたり自分の歯で食べる楽しみを
味わえるように！」との願いを込めてこの運動が始ま
りました。

1988年　前年の歯科疾患実態調査では、80歳以
上で20歯以上有する者は7.0パーセン
ト。80歳以上1人平均現在歯数4.0本。

1994年　8020達成率10.9パーセント。

2000年　8020達成率15.3パーセント。

2006年　8020達成率24.1パーセント。

2012年　8020達成率40.2パーセント。

2017年　8020達成率51.2パーセント。

この目標数値のみが一人歩きして、20本という数字
のみが頭に残り、もしそれ以下なら老後の健康維持

は、ままならないが如く聞こえる気がしてきます。

私見ですが、20本という数字には二つの問題がある
と常々思っていますので皆様にお諮りして意見を伺
いたく思います。

1つ目は、20本以上なければ、健康的な食事や会話
の維持に難を発するというように聞こえること。

2つ目は、20歯の数え方が、不明確であると言うこと。
すなわち上顎に沢山あり下顎に数本ありとなってうま
くかみ合わないようでは、いくら自分の歯が沢山合っ
ても本来の機能維持が心持たないということになる。

20本という数字は、乳歯の本数です。

乳歯は、左右前歯3本　臼歯2本が上下顎にあります。

その乳歯は、全て永久歯に生え替わります。

永久歯は、さらに臼歯が左右3本生えてきて、人間の
歯は上下顎左右8本で合計32本です。

8020達成者が5割を超えて喜んでばかりおられませ
ん。歯数の増加とともに深刻化する歯周病にどう対応
するかという人類が経験したことがない状態に直面
しています。今でも、成人の8割が歯周病に罹患して
いるといわれています。介護度4.5度の人の手入れ不
十分な口腔内の歯は、まさに悲惨な状態です。まるで
流しの汚物受けの状態です。
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【確認、報告事項】

1. 出欠確認、配布資料の確認

2. 三クラブ合同懇親会打ち合わせ事項について
平成30年3月14日（水）18：00～20：00

受付：17：30～

場所：太閤園　桜苑2階

会費：1万円

・当日の例会開始時間17：00～

・例会終了後、親睦委員は懇親会の受付を担当

・クラブ対抗歌合戦：大阪中之島RCからは辻（一）会員
が出場

3. 会員研修委員会、親睦活動小委員会合同懇親会に
ついて
平成30年4月5日（木）17：45～

日　時：2018年3月1日（木）11：30～11：50
場　所：太閣園2F
出席者：辻（義）・北村（譲）・金森・北村（薫）・栗山・嶽下・辻（一）・梅原・前田・藤本　 以上10名（敬称略）
議事進行：北村委員長
議事録作成：藤本副委員長
配布資料：
 1. 第12回 親睦活動小委員会レジュメ 2. 第12回 親睦活動小委員会出欠表（2P）
 3. 第11回 親睦活動委員会議事録 4. 3月14日三クラブ合同懇親会案内
 5. 3月14日三クラブ合同懇親会プログラム 6. 親睦活動小委員会報告書

第12回　2017-18年度親睦活動小委員会議事録

場　所：大阪市中央区徳井町1丁目1-7
　　　 Kiitos（キートス）

・当日の出席者確認

4. 6月9日～11日台北福齢RC訪問時に国際奉仕員会
との合同懇親会について
・当日の出席者確認

4. 今後の親睦活動小委員会日程
①第13回：4月5日（木）17：45～
会員研修委員会との合同懇親会の際に
場　所：Kiitos（キートス）

②第14回：5月31日（木）11：30～
場　所：太閣園2階

2018年の親睦大会を迎えて
甲子園の親睦大会を迎える度に今回の出場回数を数え
てみるのですが、戦績としては間違いなく負け越してい
る筈ですので、詳しくは追求しないようにしております。

ただ、中之島ナインの決意として今後は3年間勝ち続け
る予定ですので、その頃には今までの成績を整理する
余裕が出来ていると思っています。

2660地区では毎秋にガバナー杯と銘打つリーグ戦を

野球同好会 監督　安達 昌弘

行っていますが、今年度も1勝3敗という不本意な結果
で終えることとなり次年度のガバナー杯を迎える前に甲
子園でまず勝っておこうという中之島ロータリークラブ
全員の決意です。

期待する理由としましては、2年前からチームの年齢も
若返り、3月からは淀川の河川敷で練習を積むようにし
ており、今年がその2年目です。日頃は殆ど身体を動か



職業奉仕委員会　早瀬委員長職業奉仕委員会移動例会
日時：2018年4月5日（木）12：30～13：30

場所：Universal Farm（茨木市）
　　  株式会社ユニバーサル園芸社
　　　  〒568-0095
　　　  大阪府茨木市佐保193-2
　　　  TEL：072（649）2266
　　　  FAX：072（649）1062

次第（案）：12：30～13：00　例会
　　　　 13：00～13：30　森坂 拓実 社長卓話
　　　　 13：30～　自由行動～園内案内有り

①例会場：会議室使用（25～30人可能）

②昼食：お花見弁当（会議室にて昼食）

③園内にレストラン・喫茶室有り～例会後自由行動

④移動例会当日は現地集合・解散

⑤2018年3月22日（木）例会後最終下見予定（自由
参加：現地集合・解散）

⑥職業奉仕委員会委員：2018年4月5日（木）11：
30現地集合

⑦太閤園から早瀬委員長のお車で移動例会場に行
かれる会員の方は人数の確認のため戸田副委員
長・檜皮までご連絡ください

　～10：00  太閤園集合

すことの無いので全員がこの日を楽しみにしており、
思ったよりも人数は集まることがわかりました。

必ず毎月1回は続けていこうと決めています。

本当は、ゲームの勝敗よりもこのチームワークが大切な
のです。

さて、後の問題はクラブ自体の会員増強、野球部のメン

バー増強とメンバーの確保です。 試合の度に悩むのが
一番つらいです。

甲子園の雨天中止で流れた昨年のうっ憤を晴らすため
に、甲子園大会を通じて大阪中之島ロータリークラブを
更に活性化させるために、クラブを挙げてこの親睦大会
を全員が滅茶苦茶楽しみにしております。



●出席報告
会員数 31名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 2名 国内ゲスト 0名
出席者 25名 外国ゲスト 0名
欠席者 4名

出席率 86.20 %
2月8日の修正出席率 86.20 %

●メイクアップ
戸田 佳孝   2 月  9 日 大阪城東RC
吉田 　了   2 月  9 日 大阪城東RC

●本日のゲスト
大阪南RC 岸本 照之 様

ニコニコBOX

村橋：春ですね、ニコニコ

木村：ニコニコ

早瀬：月初です。ニコニコ

辻（一）：春ですね。ニコニコ

嶽下：ニコニコ

吉田：ニコニコ

金森：卓話です。宜しくお願いします。

下岡：ニコニコ

前田：暖かくなってきましたね。早退のお詫び

北村（讓）：3月第1例会　ニコニコ

村上：金森会員、本日の卓話楽しみです。ニコニコ

檜皮：金森会員、卓話宜しくお願いいたします。

満村：暖かくなりましたね。ニコニコ

戸田：金森会員、歯についての話楽しみにしています。

栗山：金森先生、卓話楽しみにしています。

井本：金森さん、楽しみにしております。ニコニコ

本日合計 : ￥40,000
累　計 : ￥1,323,000
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・オードブル
・牛フィレ肉のステーキ温野菜添え きのこソース
・メスクランサラダ、コーヒー、パン

本日のメニュー

▲お誕生日のお祝い：左より藤本 淳司会員・栗山 博道会員・
　福田 忠博会員・吉田 了会員・村橋 義晃会長

▲事業所設立記念のお祝い：左より檜皮 悦子会員・梅原 一樹会員・
　早瀬 道圓会員・村橋 義晃会長

▲結婚記念日のお祝い：左より藤本 淳司会員・北村 讓会員・
　井本 万尋会員・村橋 義晃会長


