
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1410回 （本年度 5回） 

平成 29年 9月 7日（木）  
 

点  鐘  高瀬 建夫  会 長 

司  会   若狭 滋則  会場監督 

斉  唱  「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 東出 隆裕 親睦･出席委員 

欠席者：工藤会員、戸張会員、髙木会員、内藤会員、 
 
 

お客様紹介 高瀬 建夫 会 長  
 

 大塚 正一 様（川崎北ＲＣ 会長） 
 大塚 昌充 様（川崎北ＲＣ 幹事） 
 青山 優子 様（2014 年 2015 年ブラジル派遣） 

 

 
 
 
 
 
 
 
    
会員お祝い おめでとうございます♪ 

小泉 正博 会員（S24.9.15生） 

小林 正樹 会員（S32.9.21生） 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ニコニコ報告  東出 隆裕 親睦委員  
◆大塚 正一 様（川崎北ＲＣ 会長） 
◆帯谷 昌充 様（川崎北ＲＣ 幹事） 
 お伺いが遅くなり申し訳ございません。 

本年度もよろしくお願い申し上げます。 

◆高瀬 建夫 会長 ・河合  束 幹事 
 早いですね。今日は白露。露が白く光って見える頃。 

この頃が秋らしい気配が感じられるらしい。 

坂本さん、入会卓話楽しみにしています。 

◆市川 功一会員 
青山優子さん、ようこそ！ぜひ、友の会会員になってく

ださい。 

◆小林 正樹 会員 
 川崎北 RC大塚会長、帯谷幹事、ようこそお越しください

ました。坂本会員頑張ってください。 

◆河合 束 青少年交換学生ホストファミリー 
 ①会報にも写真が載っていますが今週から Allen 君は橘

高校に通学し始めました。初登校日の朝、教職員全員の

前で、日本語で挨拶をしたそうですが「とても立派にこ

なしていました」と担当の先生から報告がありました。 

②昨年度、当クラブからドイツに派遣された岩木みずき

さんの弟が橘高校の 2 年生に在学中で登校日初日に挨拶

を交わしたしたそうです。 

◆ＳＡＡ一同 
 本日は入会卓話でございます。坂本耕一様、大変楽しみ

にしていました。どうぞよろしくお願い致します。 

 川崎北 RC の大塚会長､帯谷幹事表敬訪問ご苦労様です。 

◆親睦委員会一同 
 先週の研修会、川崎西 RC の三間様の話、大変参考になり

ました。ありがとうございました。  

「みんなニコニコ」  
小泉 正博 会員・徳安 久是 会員・山本 剛 会員 
江口  進 会員・島田 叔昌 会員・会田 公雄会員 
渡久地 政房 会員・坂口 精一 会員・Mr.SUZUKI 
堤 研司 会員 
 

  
委員会報告   
 
◇東出 隆裕 親睦委員会 
地区大会記念九州北部集中豪雨被災地支援チャリティゴ

ルフが 10月 16日(月)磯子カントリークラブにて行われま

す。出席いただける方がおりましたらお声掛けいただけれ

ばと思います。  

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２８名 ２２名 ６名 ８４.６２％ 

前々回(8月 3日) 欠席 6名 Make up 1名 ８８.４６％ 

ニコニコボックス 本日 21,000 円 累計 116,500 円 

記念日ニコニコ 本日 10,000 円 累計 25,000 円 

 

 
 

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 第１木曜日 PM12:30～ 第３木曜日 AM7:30～ TEL:044-711-8855 
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『ロータリー：変化をもたらす』 Rotary：Making A Difference 

ＲＩ会長 イアン・ライズリー 第２５９０地区ガバナー 湯川孝則 



◇小林 正樹 指名委員会 
本年度第 1回指名委員会を例会終了後に精養軒のレスト

ランにて行います。私を含め 7名のメンバーの方ご移動

いただければと思います。  
◇小林 正樹 研修委員会 
8 月 31日、都倉会員のご自宅にて第 1回研修会を行いま

した。講師として川崎西ＲＣの三間様においで頂き私達

が忘れてしまっているような歴史を紐解いた中での非常

に素晴らしいお話を聞く事ができました。第 2回が 11月、

第 3回が 3月、第 4回が 5月にあります。是非ご出席い

ただければと思います。  
◇小林 正樹 雑誌委員会 
8 月 29日に地区クラブ雑誌委員長会議に参加しました。

ロータリーの友誌の事務所所長の渡辺様の講演を踏まえ、

各グループでディスカッションを行い、結果を発表する

という流れで 2 時間ほど行いました。ロータリーの友の

最初のページは指定記事と言って世界共通のニュースな

ので是非読んでください。2016年 8 月号の 28 ページに

我々クラブが街頭で行った熊本被災地支援募金の記事が

掲載されておりますので見てください。 

 

卓 話 坂本 耕一 会員 

入会卓話『口腔から全身へ』 
 

昨年入会いたしました

坂本です。 

簡単に自己紹介からさせ

ていただきます。1980年

生まれ 37歳。実は武蔵小

杉、精養軒の前のマンシ

ョンに住んでいました。

これだけで既にＲＣとは

非常に縁があるなと感じ

ています。高校は駿台ア

イルランド国際高校を卒業（日本人学校だったので全く

英語はしゃべれません）昭和大学を卒業し歯科医師をや

っております。法政通りと府中街道が交わる交差点のビ

ル 3階で開業しており、歯科衛生士さん 4 人と予防に力

を入れています。趣味は多々ありますが筋トレとか写真、

歯科治療､オペも好きです。最近の趣味はピアノです。地

域社会貢献として幼稚園や保育園の園医もやっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

これは家族写真です。上段真ん中が私の父です。高知県

出身 4人兄妹。1人が国際結婚をしていて向かって左側に

従兄弟、その横に従兄弟のお嫁さんが写っています。前列

真ん中にいるのが祖父母で 92 歳と 90歳、健在です。ゴル

フが好きで今でも多摩川河川敷のＰＡＲ３に週 2～3回歩

いて通っています。 

 ここからは歯科の話しを少しさせていただきます。 

歯科医院はコンビニより多く 4万 6 千件程、コンビニは 7

万件位で年々増えています。1973年コンビニ第 1 号店が

できましたが、歯科医院は明治時代からありましたので多

いんですね。マスコミでも歯科医院が多いと報道されます

が美容院や不動産の方が圧倒的に数が多いはずなのに歯

科医院にスポットがあたるのが不思議に感じるところで

す。歯科業界は危機的状況にあります。厚生労働省の勤務

医の歯科医師平均年収は 295 万円、全体でも 700 万円を割

るくらいの年収です。 

アメリカの歯科医は日に 6人位しか診ません。時間をかけ

て丁寧にやっていくというのが現状です。日本の歯科医だ

と日に 40人位診ているという先生もいます。15分診療で

す。日本の歯科医師は世界で最も多くの患者さんを診てい

るのですが低額な保険診療がほとんどだということが言

えます。お隣の台湾、韓国の学生がなりたい職業のナンバ

ー1が歯科医師です。アメリカでも 10 年近く人気ナンバ

ー1の職業。4大を出てその後専門学校に行くのですが、

医師か歯科医師の選択となると必ず歯科医師を選びます。

歯科医師になる事が向こうではステータスになっていま

す。内科医と歯科医師の年収が日本とは逆転しているので

す。 

治療に関しても大分違います。奥歯の根幹治療は日本の

保険だと 5千円位ですが、海外だと根幹治療はとても高い。

海外に行くと前歯がない人など見かけることがあります

が、あれは治療するよりも抜いてしまう方が安いからです。

日本は保険があることによって皆がある程度の治療を受

けられますがアメリカでは 30 代でも総入れ歯の方がいた

りして、富裕層や中流の方達がしっかりとした歯の治療を

受けるというのが現状です。 

神奈川県が生んだ二宮尊徳の本があり「道徳を伴わない

経済は罪悪であり、経済を伴わない道徳は寝言である」と

いう言葉があります。職業奉仕。会社を経営していて利益

が出たら奉仕する、還元する。利益を出して皆さんを幸せ

にしていく、周りの人、患者さん、仲間を幸せにしていく。

とても感銘を受けました。青少年奉仕。私も高校時代海外

に行って素晴らしい経験をさせていただきました。本当に

人生の財産になりました。ロータリーの青少年奉仕にとて

も感銘を受けました。今後も協力できたらなと思っており

ます。利益を生むことによって社会に奉仕し職業奉仕とな

る。この言葉を胸に日々仕事に取り組みたいと思っています。 

以前に読んだ雑誌の記事で「リタイアする前にやるべき

ことだったもの」というアンケートで、「歯の定期検診を

受けていればよかった」ということが 1位になっていまし

た。8020運動をご存知ですか。80歳で 20本の歯を保とう

という運動です。現状は平均 8本位です。（データが少し

古いのでもう少し増えているかも）20本でも少ないです。

少なくとも 8024にしたいなと思っています。実際歯を残



していくにはどうしたら良いか。一言で言うと「お掃除」

につきます。家とか鞄とか何でもそうです。手入れをし

ていると長く使えます。しっかりとメンテナンスをする

ことが重要です。欠けている歯の本数が多くなると他の

歯に負担がかかります。力で歯が壊れていくのです。最

初は 1本でもどんどん他の歯に影響していくのです。定

期健診でメンテナンスを受けることによって、ご自身の

大切な歯を長く健康に保つことができるのです。せっか

く高いお金と貴重なお時間を使って治したのだから最低

年 2回でもメンテナンスを受けてください。また、学問

的に言えば 3～4 か月に 1 度のクリーニングが理想です。

日本人の成人 85％が歯周病にかかっていると言われてい

ます。クリーニングをしてから 11週から 12周すると歯

周病の細菌がまた増えてきますので、歯周病にかかって

いる期間が少ないので健康を保てます。またお口が健康

でいると身体が健康になっていき医療費が安くなります。

今、生産人口が少なくなってきています。その方達がち

ゃんと生活できるようにするため是非健康を維持してい

ただきたい。歯が欠損するということは健康上大きな問

題であるとＷＨＯでも定義されています。歯も 1 本 1本

が大事な臓器です。本当に大事にしてほしいと思います。 

口腔を清潔に保つことは病気を防ぐことにも繋がりま

す。日本人の主な死因、心臓病、脳卒中、肺炎を防ぐ事

ができます。お口のケアをすることでリスクが減るので

す。最近歯医者にいっていないなという方は是非行って

みてください。 

「口腔から全身へ」というタイトルでお話ししました

が、お口の中の健康であるということは国にとっても良

い事です。健康で無駄な医療費を無くして明るい未来を

作っていければなと思います。有難うございました。 
 

理事会議事録 （9 月 7 日開催）  
１．会長案件 

① 青少年交換学生受入について（予算案等） 

ホームステイ先への御礼金額について経緯が説明され、

１家庭月５万円で統一。グループ負担金が 6,000 円か

ら 2,000 円に減少した予算案を提示、承認される。 

② 地区大会関係 

・10/4 地区大会記念ポリオ撲滅チャリティディナーショー 

の件 会員数の 10％の出席を求められていることが報

告され、呼びかけることで承認された。  
・10/16 地区大会記念 九州北部集中豪雨被災地支援チャ

リティゴルフ大会について 参加費 11,000 円 

 担当幹事は東出会員。各クラブ２名以上の出席が求め 

られている。プレー費２万円、飲食費は参加者各自負 

担。募集期間 9 月 15 日まで。 

募集をかけることで承認された。 

・地区大会選挙人選出 高瀬会長が選出された。 

・クラブ活動紹介の展示について 

 任意の出展。写真をパネル展示。候補として、30 周年事 

 業と職業講話。広報委員会が担当することで承認された。  
③ 川崎市市民スポーツ室からの協力依頼について 

 2018 年 2 月 3 日-4 日 川崎市スポーツ文化総合センタ

ーで、ボッチャの選抜関東大会開催 

 その大会に援助をお願いできないかとの依頼 

  市の予算不足から資金援助を求められる。会場体育館

に８面のコートを作るためのテープ代。１面に 100ｍ

のテープが必要。当方調査では単価2,600円/本×8本。

役所の要望額は５万円と開きがあるため、テープ本体

のみを寄贈したらどうかとの意見が出る。金額の開き

などについて、社会奉仕委員会（東出委員）が担当し、

調査結果を次回に報告することで承認された。 

先方には結論が出るまで回答保留。  
④ 川崎市スポーツ・文化総合センター開館記念事業募 

金の依頼について 

  法人:１口 10 万円以上 個人:1 口１万円以上  

募集期間:2017 年 7 月 1 日～2017 年 12 月 31 日 

  担当は河合幹事。個人で会員に呼びかけることで承認 

された。 
 
２．クラブ奉仕委員会より 

 ①プログラムについて（資料） 

  10 月 19 日、11 月２日、12 月 14 日について変更が

承認された。 

なお、10 月 19 日においては、会場の都合で飲食が可 

能かどうか再確認することとなった。 

 ②親睦委員会：年末家族会などの検討 

  宮崎委員に再確認することで承認された。担当は河合

幹事。例会と研修会の異同について研修会では点鐘が

ないことなどが再確認された。 
 
３．職業奉仕委員会より 

  神谷委員長からショコラボの見学が提案された。 

ショコラボは、健常者と障がい者による共同作業の工場。 

研修会扱いなども提案され、検討することとなった。 
 
４．社会奉仕委員会より 

  防犯ネット贈呈式 10 月 18 日(水) 川崎北 RC 例会場 

予定 区民祭りで配布。日程は北 RC の都合。 

現状では、中クラブ等他のクラブの理事会でまだ承認 

されていない。 
 
５．国際奉仕委員会より 

 ① 米山についての基本事項の確認と、卓話の件 

  新規会員も多くなり、米山奨学会について認識を深め

るため、地区米山選考委員長 斉藤正彦様の卓話を提

案、承認された。日時は 11 月２日。 補足：委員長

からは３０分の卓話時間の確保が求められている。  
② ドイツ大使館訪問について 12 月 14 日(木)午後２時 

～４時大使からレクチャー 

  ドイツ大使より、上記日時で可能との回答があったこ

とが報告され、予定通り開催されることが報告承認さ

れた。なお今回の訪問は近隣クラブにもご案内するこ

ととなった。    
 ③その他 

徳安委員長より、米山並びに財団の寄付について問題

が提起された。 

過日開催された米山委員長会議で、特別寄付金への協

力が強く求められたことが報告され、その寄付額（地

区希望額２万円以上）、徴収方法をどうするか諮られ

た。 

審議の結果、寄付額は自由。徴収方法は受付での募金

箱や振込ではなく、従来通り会員個人に直接お願いし

徴収することとなった。 

財団寄付金についても同様。なお、２つの寄付は 10

月から続くので、時期をずらすため早めに募金活動を

行うことが前期から提唱されているが、来期から導入

することを小泉会長エレクトが提唱した。 



  なお、小泉会長エレクト（前ガバナー補佐）から、

入会３年未満の会員については、両事業について理

解度が進んでいないこともあり、地区に免除を提案

したいきさつも報告された。 
 
６．青少年奉仕委員会より 

 ① 定時制教育 70 周年記念「川崎市内高等学校定時制

生徒弁論大会」9 月 13 日開催。市川委員長が出席す

ることで承認された。 

  市川委員長から、前回提案した交換学生の岩木さん

からの報告書を冊子にし近隣クラブにも配布する案

件については、青少年奉仕委員会で検討の結果、見

合わせることとしたと報告があった。 
 
②その他 

市川委員長より、帰国報告会の報告がされた。 

第２地区の交換学生全員が派遣中ネットで情報を共

有していたことなどがあったと報告され、審議の中

で学生の報告書の重要性が取り上げられ、第２グル

ープの交換学生全員の報告書を何らかの方法で第２

グループの会員全員に共有できないかとの意見が出

た。また、このような活動により、交換学生への理

解が深まり、ホストファミリー引受者が出やすくな

るのではないか等の意見が様々出された。種々検討

の結果、交換学生の報告書を第２グループ全体で冊

子化するなどの有用性について、会長幹事会で検討

してもらうことを諮ることが承認された。 
 
７．クラブ細則一部改正についての検討 

 ①第 5 条 会合 第 2 節 例会 について 

  新しいシステムが導入されてまだ数か月なので、当

面は現状を維持することとなった。 
 
 ②第 2 条 理事会 理事会メンバーに副幹事を加え、会

場監督を特別出席とする案 

  第 3 条 役員の任務 第 7 節 に 副幹事の項目を加

える案 

   副幹事は理事会メンバーとしての任務およびその

他会長または理事会によって定められる任務を行

うものとし、副幹事として任務を務めた年度直後

の７月１日に、幹事に就任するものとする。 

  原案通り承認された。 
 
８．その他 

  地区大会参加費は予算化されていないので、参加者

各自が負担すすることが再確認された。 
 

会長報告 高瀬 建夫 会長（９月２１日分） 
 
１．地区主催「チャリティマラソン大会」開催決定のお

知らせと、各クラブのマラソン担当窓口選任の依頼

がきております。各クラブ１名 内容は下記を予定 

 ・地区が発信するマラソン大会情報のクラブ会員への

伝達・周知 

 ・マラソン大会に出場するランナーの募集・呼びかけ  

・ロータリアン企業からの賞品提供のご依頼など  
  
２．９月の理事会報告(議事録)は、会報に掲載。 
 
３．第 2 回 会長･幹事会の報告 

 ◇次年度ガバナー補佐について協議：  

ガバナー補佐選任はガバナーの専権事項ですが、次年

度は地区より第２グループよりの推薦を依頼されて

います →川崎とどろきＲＣより選出に決定  
◇次年度ＩＭホストクラブは、川崎鷺沼ＲＣに決定  

コホストクラブは未定 

◇6RC 合同ゴルフついて（川崎北 RC）  

→10月 31日立野クラッシックゴルフクラブにて開催予定  
◇川崎宮前 RCより、前年度青少年交換学生の収支報告書 

が提出されました。  
◇川崎中原 RCより、青少年交換学生の予算書配布、従来 

との変更内容の説明を行いました。 

ホストファミリー謝礼金 月１０万円から月５万円に

減額、謝礼金補助については各クラブで対応する。 

クラブ分担金 6,000円/人から 2,000円/人に減額  
◇住吉高校、照明設備寄贈について→各クラブにて検討  
◇メークアップツアーの開催を検討ください。 
 

幹事報告 河合 束 幹事（９月２１日分） 
 
１．地区からの来信 

①ﾛｰﾀﾘｰ青少年交換受入学生オリエンテーション①開催 

日時：2017年 9月 30日(土) 14：00-16：00   

場所：宗教法人泉谷寺 小机幼稚園 

10 分以内で出身国の紹介 

※アレン君と河合ホストファミリーが出席予定です。  
②国際奉仕委員長会議開催のご案内が届いております。 

日時：2017年 10月 12 日(木) 15：00-17：00   

場所：メモワールプラザソシア 21 

※都倉副委員長が出席予定です。 
 

③青少年交換受入学生宛に、地区大会のご案内 

2017年 11月 11 日(土) 登録 11：15～ 

パシフィコ横浜会議センター３階 301 302 

青少年交歓会 12：00～15：00  

本会議 青少年紹介 14：08～14：53 

※アレン君、ご出席お願いいたします。 
 

④ロータリー財団月間（11月）にあたり 各クラブに 

卓話実施の依頼がきております。  
２．他クラブ例会臨時変更 
●川崎中央 RC  

9 月 25日(月) お月見例会 飯島会員宅 点鐘 18：30 
10月 9日(月･祝) 休会 

●川崎高津 RC  
10月 12日(木) 移動例会 坂戸小学校にて防災教室 
10月 26日(木) 親睦移動例会 

●川崎宮前 RC  
10月 17日(火) 移動例会「職場訪問」増上寺参拝後､ 

東京湾クルージング 
11月 14日⇒11 日(土) 移動例会「地区大会」 
11月 21日⇒19 日(日) 宮前区民祭 バザー奉仕活動   

３．他クラブ会報の回覧  川崎 RC、川崎南 RC 

 

次回例会は､ 

10月 5日(木) 点鐘 12：30  ﾎﾃﾙ精養軒 

ガバナー補佐出席のクラブ協議会を開催  
 
理事･役員･委員長の皆様、ご出席をお願いいたします。 

なお委員長ご欠席の場合は、代理の方にご報告事項に 

ついての依頼をお願いいたします。 

 

10月 5日(木) 例会およびクラブ協議会終了後、 

理事会を開催 致します。 
 
例会前 11：30より､ガバナー補佐と会長･幹事の打合せ
が予定されておりますので、時間が変更となります 
ご了承下さい。 
 



 第 1回 研修会報告  
 

2017年 8月 31日(木) 18:30～ 

メゾン・ド・バッハ（宮崎台） 
 

＊ 研修会参加者 

・三間 悌司 様（ゲストスピーカー･川崎西 RC） 

・内藤 幸彦 様（第 2グループガバナー補佐 
          川崎中 RC） 

・石塚   勝 様（川崎鷺沼 RC） 

・井上  隼 様（川崎とどろき RC） 
 

川崎中原ＲＣ出席者 

・高瀬 建夫 会長・若狭 滋則 副会長 

・神谷  直 会員・東出 隆裕 会員 

・徳安 久是 会員・市川 功一 会員 

・小泉 正博 会員・小林 正樹 会員 

・都倉八重子 会員・宮崎 玲児 会員 

・坂口 精一 会員・堤  研司 会員 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

卓話者 川崎西ＲＣ 三間 悌司 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


