1246

（ 5月16日）

月 間 テ ー マ（ 5月 ）
青少年奉仕月間

会長挨拶
会長

西田 末彦

2019年5月23日
第1246回（本年度 第42回）例会
本日のプログラム
■移動例会
●例会

11：00〜
かごの屋 池田市役所前店
その後、
日清チキンラーメン
博物館見学

次回 5/30 のお知らせ
♬SONG 「それでこそロータリー」
:
●卓話 自分の血液を使って治す
PRPの効果について
戸田 佳孝 会員

本日は2660地区の山本ガバナーがお越しです。山本ガバナーには
後ほど挨拶を宜しくお願い致します。
また本日は辻 義光会員の紹介
で辻本さんが来られています。
ごゆっくりご歓談下さい。
さて、先週の土曜日にフレッシュロータリアン研修交流会が御座いま
した。皆様方には本当にご苦労様でした。
お陰で良い研修交流会に

現地集合で11：00に
「かごの屋、池田市役所前店」
なったと思います。ただ、最後の最後に後片付けの
時に福田会員がテーブルに挟まれ指を骨折されま
した。
しかし、2日前に大阪天王寺RCの50周年記念
式典に来られてましたが、非常に元気にされてまし
た。皆さんに元気だから心配しない様にと言われて
おりました。
さて、5月は「青少年奉仕月間」です。青少年奉仕は
ロータリーの五大奉仕の一つです。
クラブ奉仕、職業

です。
■5月30日
（木）戸田会員の卓話です。
ご準備、宜しくお願い申し上げます。
■6月6日
（木）委員会報告です。
各委員長・小委員長ご準備、宜しくお願い申し上げ
ます。
■6月13日
（木）満村会員の卓話です。
ご準備を、宜しくお願い申し上げます。

奉仕、社会奉仕、国際奉仕、
そして青少年奉仕です。

地区委員会、
その他の報告です。

青少年奉仕とは、若者に指導力の養成や社会奉仕プ

■「IM6組ロータリーデー」

ロジェクト、国際奉仕プロジェクトへの参加、世界平

ホスト：大阪大手前RC

和と異文化の理解を深める等の目的があり、イン

日程：5月11日
（土）13：00〜16：50

ターアクト、
ローターアクト、RYLA、青少年交換のプロ

場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター

グラムがあります。

（ドーンセンター）

大阪中之島RCは今までは青少年奉仕活動があまり

■「IM6組フレッシュロータリアン研修交流会」

無く、社会奉仕部門の中で存在し、社会・青少年奉仕

ホスト：大阪中之島RC

委員会となっております。
しかし大阪中之島RCも前

日程：5月11日
（土）17：30〜20：00

年度から大阪開明中学・高校のインターアクトクラブ

場所：大阪府立男女共同参画・青少年センター

を提唱する様になり、そのインターアクトクラブは今
はまだ出来立てでそんなに多く活動しておりません
が、
これからは今よりもっともっと活動の幅が広くな
ると思います。
そうなると大阪中之島RCも地区と同じ
ように青少年部門を独立させ、五大奉仕となるのが
望ましいかも知れません。

■「規定審議報告会」
日程：5月18日
（土）9：30〜12：00
会場：大阪YMCA会館
■「国際ロータリー第2660地区 ロータリー学友会
総会」
日程：5月19日
（日）17：30〜20：30

幹事報告 (5/16)
2018-19年度第1245回（第41回例会）

（ドーンセンター）

会場：ヴィアーレ大阪
幹事 藤本 淳司

■本日は金森会員の卓話です。
宜しくお願い申し上げます。
■5月23日
（木）職業奉仕委員会の移動例会です。

2階 安土の間

■「第2660地区 2019-2020年度のための会員増強
セミナー」
日程：5月25日
（土）13：00〜16：00
会場：大阪YMCA

2F 大ホール

池田市「カップヌードル ミュージアム」
で見学体験

会長エレクト、次年度幹事、次年度会員増強委員

研修を予定しております。

長、
ご出席を宜しくお願い申し上げます。

■「大阪大手前RC・大阪中之島RC合同ゴルフコンペ」

■「三世代クラブ有志合同懇親会」

日程：5月26日
（日）スタート7：44〜

ホスト：大阪中之島RC

場所：オリムピック倶楽部

日程：6月13日
（木）18：00〜
場所：大阪倶楽部

■「ハンブルク国際大会（ドイツ）」
日程：6月1日
（土）〜6月5日
（水）

終末期における歯の付き合い方

金森 市造 会員
人、そうでない場合は、健康寿命と平均寿命との
間に乖離している人
3．義歯による咀嚼の回復
義歯でもきちんと噛めている人は健康状態が高い
4．上下歯がない人の場合の食事
一時期一世風靡した名古屋の「きんさん・ぎんさ
ん」双子姉妹は歯が全くない
最近では、将棋の加藤一二三さん
歯茎が鍛えられると食材をつぶすことが出来る・
ふやかすことが出来る
8020運動とは
1989年（平成元年）
より厚生省（当時）
と日本歯科
医師会が推進している
「80歳になっても20本以上
自分の歯を保とう」
という運動です。
「生涯、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。歯
科疾患実態調査では、
1988年7.0%

「8020」達成のために必要な予防策
「8020」を達成するには、生涯にわたる歯科保健
対策が必要です。
子ども時代から歯の喪失の二大原因であるむし歯
と歯周病の予防を充実させることで、将来の「歯の
喪失」
を防ぐことが可能となります。
・むし歯予防としての有効なもの
フッ化物を用いる フッ化物洗口・フッ化物歯

2000年15.3%

面塗布・フッ化物配合歯磨剤・砂糖の適正摂

2012年40.2%

取・シーラント

2017年51.2%
運動の成果で30年後に5割越えの人が達成者と
なりました。
ところが、沢山歯が残って新たな問題
が起こってきています。
前回の『卓話』
でもお話しさせて頂きましたが再び
「高齢者に歯が必要か？」
と問い掛けさせて戴きます。
1．平均寿命を生きる人に歯は必要か
2．
自分の歯を20本残したほうが良い場合もあれば、
そうでない場合もあります。
良い場合は、健康寿命を平均寿命に近づけている

・歯周病対策として有効なもの
口腔清掃

歯ごたえのある食材の常食

・自分が日々行うセルフケア
歯ブラシ・デンタルフロス・歯間ブラシによる汚
れ落とし
・専門家によるプロフェッショナルケア
歯垢清掃・瀬石除去
○そこで、私個人の考えですが
歯は磨くものではありません。歯に付着している汚
れを落とすことです。

山本 博史ガバナーがお見えになりました。

2018-2019 年度 第12回

6月度定例理事会議事録（新旧合同理事会）

日 時：2019年5月16日
（木） 13：40〜14：30
場

所：太閤園 2F サファイアルーム

出席者：理事役員
西田・木村・金森・辻（義）
・嶽下・村上・北村（讓）
・戸田・檜皮・北村（薫）
・
辻（一）
・梅原・下岡・岡本・安達・藤本

以上16名（敬称略）

欠席者：村橋・井本 （敬称略）

開会の挨拶（西田会長）

・出前授業について

今年度最後の理事会です。いつも通りの活発な審議

6月19日
（水）8：40〜9：20開明中学、高等学校体

をお願い致します。
また、次年度も引き続き前向きな

育館にて。講師：戸田会員、参加者は7〜8名予定。

理事会になるように期待しております。

・台北福齢RC訪問は、4月27日〜29日に8名にて予

【審議事項】
1. 2018〜2019年度

国際奉仕委員会（戸田委員長）
：
定通り済ませた。

年間行事計画について

5月30日
（木）の卓話は、栗山会員→戸田会員に変更

2. クールビズの導入について
今年は、6月初め〜10月末までとする。 ⇒［ 承認 ］

3. ビジョン策定委員会の構成メンバーについて
パストガバナーの高島会員を常任アドバイザーとして、
その他直前会長、幹事、現会長、幹事、次年度会長、幹
事の7名のメンバーで構成する。毎年順次このメン
バーで回していく。 ⇒［ 承認 ］

4. ロスターについて
再入会の会員の入会日については、再入会日を記入す
る。
尚、
（チャーターメンバー）
も記入する。 ⇒
［ 承認 ］

5. その他
職業奉仕委員会（村上委員長）
：
・移動例会として職場見学を実施する：
「カップヌー
ドルミュージアム」見学。当日は、11：00に
「かごの
屋、池田市役所前店」に集合、例会後昼食。
その後、
ミュージアム見学。各々の予定終了後自由解散。

・7月26日〜30日のモンゴル訪問については、中之
島RCからは10名の参加予定。
・4月より新たな奨学生として台湾の劉文婷（リュウ
ウェンティン）
さんが決定した。
ご本人は毎月第3
週の例会に出席する旨、西田会長より報告あり。
親睦委員会（代理：藤本幹事）
：
春の家族会の決算書の件。 ⇒［ 承認 ］
社会青少年活動委員会（北村 譲委員長）
：
・インターアクト新入生歓迎会の費用については予
算の中から拠出。次年度の中之島RCがホストの3
事業（ロータリーデー・フレッシュロータリアン交流
会・太閤園3クラブ懇親会）については、
クラブ予
算とは別で各々で決算書を作成し処理すること。
⇒［ 承認 ］
・ロータリーデーの実行委員長は福田会員、同副委
員長は辻（義）会員と檜皮会員、委員として村上会
員、杉村会員にお願いする。 ⇒［ 承認 ］
・フレッシュロータリアン交流会の実行委員長は丸
山会員、同副委員長には村木会員と上瀬会員にお
願いする。 ⇒［ 承認 ］

発なご意見をありがとございました。

・ガバナー補佐の他クラブへの訪問費用等について

今年度の西田会長、藤本幹事、理事役員の皆様方、お

は、今まで通り個人負担して頂くこととする。

疲れ様でした。

閉会の挨拶（木村会長エレクト）

次年度の方も何卒よろしくお願い致します。

お忙しい中、盛りだくさんの議題にも拘わりませず、活

【 19年6月 行事予定】（ロータリー親睦活動月間）
日付

通算No.

今期

6日
（木）

1248

44

13日
（木）

1249

45

20日
（木）

1250

46

27日
（木）

-

-

ホームクラブプログラム
委員会報告

会長・幹事退任挨拶
夜例会・下半期新入会員歓迎会

卓話担当者

会議、行事

RI地区会議行事、
クラブ行事

各委員長・小委員長

新旧合同クラブ協議会 ハンブルク国際大会（ドイツ）

卓話担当：満村会員

7月度第1回理事会

西田会長、藤本幹事

日程：6/1（土）〜5日
（水）

三世代クラブ有志合同懇親会
（ホスト：大阪中之島RC）
日程：6/13（木）
会場：大阪倶楽部
職業奉仕委員会 出前授業
日程：6/19（水）8：30〜
会場：開明中学校

休会⑤

ＩＭ６組 フレッシュロータリアン研修交流会を終えて

FR研修交流会 実行委員長 村橋 義晃

2019年5月11日13時よりドーンセンター7階ホール

て頂きました。出席されたフレッシュロータリアンの

において開催されたIM6組ロータリーデーに続き、大

皆様にとって、
これからのロータリーライフに少しで

阪中之島RCがホスト役を務め、
ロータリアン84名の

も役立つ機会となれば幸いであります。

出席を得て、
フレッシュロータリアン研修交流会が開

末筆ながら、
ご出席下さいましたフレッシュロータリ

催されました。
今回のロータリーデーとFR交流会は、IM8組から6組
に再編されてから初めての開催であり、各クラブの会
員の皆様にとっては、
クラブの垣根を越えた新鮮な
交流の機会でありました。
山本DG、四宮DGE、簡DGNをはじめ、AG、AGE、宮里
地区代表幹事、地区研修委員会の皆様にも同席して
頂き、大阪中之島RCの藤本幹事の司会進行により開
会され、IM6組福田AGの開会挨拶から始まり、
「ロー
タリーに入って」をテーマに高島PDGから基調講演
が行われ 、フレッシュロータリアンの皆様にロータ
リーを通じて奉仕を通じて友情を育み、その感動を
味わって頂きたいとのメッセージが贈られました。
続いて山本DGから乾杯のご挨拶を頂き、後半の交流
会がスタート致しました。
会場では、満席の8テーブルに各クラブ会員が混在
する形に着席し、初対面の方々の名刺交換から始ま
り、軽食とビール等の飲物を楽しんで頂きながら新鮮
で和やかな交流会の光景でありました。
交流会の各テーブルでは、
ご出席の各会長にテーブ
ルリーダーをお願いし、
ロータリーについての質問や
抱負について、
フレッシュロータリアンと他クラブの
先輩諸氏との活発な意見交換が行われ、各幹事にサ
ブリーダーとして意見を取り纏め3分程度の発表をし

アンの皆様、諸先輩の皆様に厚く御礼申し上げます。

大阪天王寺ロータリークラブ創立５０周年記念式典・祝宴
令和元年5月14日（火）
リーガロイヤルホテル「桐の

ている7名のメンバーで現代から50年前にタイムス

間」にて17：00〜式典が開催され、記念講演を総本

リップして大阪天王寺RCの歴史とその時代の出来事

山四天王寺執事総務部長 吉田明良氏により四天王

を振り返ると言う演劇を披露して頂きました。

寺の様々な事についてご講演頂きました。

終始、和やかな雰囲気でお酒と食事を楽しみながら

式典に引き続き祝宴が行なわれ 、アトラクション

20：30に閉宴いたしました。

「Time ﬂies, and We Fly」は全国的にご活躍をされ

第9回 2018-19年度 社会・青少年奉仕委員会／第4回 楽しもう会
（懇親会）報告
日 時：2019年5月16日
（木） 18：00〜20：00
場

所：北新地

や満祢

出席者：西田・藤本・北村讓・安達・北村薫・嶽下・辻（義）
オブザーバー：高島・上瀬・小林・村木・佐賀野・津崎

事務局：江川

【報告・反省】
1．にしなり☆子供食堂支援、社会奉仕月間の社会フォーラム、成美学寮・餅
つき支援、エイズ啓発ジャズコンサートへの支援、三世代クラブ合同社会
奉仕事業・大手前整枝学園への支援、青少年奉仕月間の青少年フォーラ
ムの件について報告し今後に繋ぐ為の反省会と共に、楽しもう会で盛り
上がりました。
2．次回最終の第10回委員会開催日
（新旧合同です）
日時：2019年月6月6日
（木）11：30〜12：10
場所：例会場

5

16

ニコニコBOX

西田：先日は皆様、
フレッシュロータリアンご苦労様
でした。
本日の卓話金森さん、宜しくお願いします。
木村：ニコニコ
藤本：金森会員、本日の卓話宜しくお願いします。
金森：本日つたない卓話ですが、来年歯科医師となっ
て50年を迎えます。
生まれ変わっても歯医者したいです。

tulations!
Congra

村上：金森会員、本日の卓話楽しみです。ニコニコ
戸田：金森会員、卓話楽しみにしています。ニコニコ
吉田：ニコニコ
高島：先日欠席のお詫び
嶽下：ニコニコ
下岡：インドのニューデリーに行ってきました。
前田：プレゼントのメロン有難うございました。
最近大手前病院に好かれまして、色々な科から
お呼びがあります。
辻（義）
：ニコニコ

早瀬会員が米山奨学委員会より「第２7回米山功労者
メジャードナー」の表彰を受けました。

本日のメニュー

檜皮：山本ガバナー、
ようこそお越しくださいました。
北村（薫）
：暑いですが体調には気をつけましょう。
満村：暑いですね。ニコニコ
栗山：暑くなりましたね。ニコニコ
岡部 泰鑑 PDG：祝 フレッシュロータリアン研修会

本日合計 : ￥47,000
計 : ￥2,004,501

累

●出席報告
・マグロのミキュイサラダ仕立て
・ビーフカツ温野菜添え デミグラスソース
・春野菜のサラダ、
コーヒー、
パン

4 月13日
4 月13日
4 月13日
4 月18日
4 月13日

35名
6名
0名
27名
8名

出席率
4月18日の修正出席率

●メイクアップ
杉村 雅之
高島 凱夫
山本 肇
福田 忠博
北村 讓

会員数
名誉会員数
免除会員
出席者
欠席者

地区研修・協議会
地区研修・協議会
地区研修・協議会
大阪平野RC
大阪平野RC

国内ビジター
外国ビジター
国内ゲスト
外国ゲスト

1名
0名
1名
0名

77.14 %
88.57 %

●本日のビジター
大阪南RC
（ガバナー）

山本 博史 様

●本日のゲスト
辻義光会員ご紹介

辻本 尚弘 様

