
元旦　後楽園にて
写友「輪影」山田泰照 会員

あけましておめでとうございます
今年は創立45周年。更なる飛躍を目指しましょう。

会長　石井英行
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▲

本日のプログラム
　お祝い行事
　「新年初頭の挨拶」
　石井英行 会長，舟橋弘晃 幹事

▶1月16日のプログラム
　新年特別例会（アークホテル岡山）



（Dr.シリーズ）「歯科治療の歴史」 世良　仁 会員

12月19日のプログラム

　虫歯や歯周病は，細菌による感染症である。胎児の口腔内は，ほぼ無菌状態で
あるため，産道あるいは出生後に，何らかの接触行為で感染する。この二つの疾
患が歯を喪失する二大要因である。
　欠損した歯牙を補うには，一般的にブリッジや義歯，デンタルインプラントな
どが行なわれる。古来，抜歯は罰あるいは拷問の一種として行われていた。当時
の歯の治療は，特別な階級の人々のみが対象であったため，こういった罰を受け
た人々は，抜歯をしても歯科治療を受けることはなかったようである。古代エジ
プトの王ファラオは，奴隷の歯牙を抜去し，自らの顎骨に移植をしていたとの記
録も残っている。その当時，口腔内に用いられた貴金属は，現在でも錆ることな
く当時のままの輝きを放っている。貴金属は過酷な口腔内環境でも非常に安定し，金属アレルギーなども
起こしにくいため，歯科医は好んで貴金属を用いる。
　当時の口腔内の清掃法は，歯木（しもく）あるいは房楊枝と呼ばれた歯ブラシのような道具を用いた。日
本には1,500年ほど前に仏教とともに伝わり，一部の階級の人が身を清めるといった意味合いで使用した。
古代の人々は，狩猟民族であったが，１万年ほど前より，田畑を耕し，加熱処理した炭水化物を摂取する
ようになり，虫歯や歯周病に悩まされるようになったと考えられている。食生活の変化が口腔内環境に変
化をもたらしたため，口腔内の清掃用具が必要になったわけである。
　近年では，CAD/CAM の応用，あるいは幹細胞を用いた再生医療の応用等，幅広く多方面から歯牙や歯
周組織，顎骨などの再生へのアプローチが行われている。
　以前は，歯は可能な限り保存する努力がなされていました。現代の超高齢化社会では，不潔な口腔内環
境が，全身に及ぼす影響を考慮し，介護が必要になっても手入れがしやすい義歯に移行させる，そういっ
た風潮が高まりつつある。超高齢化社会における歯科治療の介入がどこまで必要か，今後の課題であるよ
うに思われる。

例会報告（12/19）

出席報告
　会員数　90名（内出席免除者18名）
　出席者　80名
　出席率　89.89％（前々回訂正後出席率93.33％）
　ビジター　２名

会長挨拶・報告
　皆さんこんにちは。私の年度がスタートして前半の最後の通常例会になりました。ここまで会員皆様の
絶大なるご協力で多数のご出席をいただきありがとうございました。また先週の土曜日には，自衛隊の舞
鶴基地を訪問して職業奉仕について勉強してまいりました。村松職業奉仕委員長をはじめ委員会の皆様に
は大変お世話になりました。今日は例会で青少年育成基金の細則変更をおはかりしますので，よろしくお
願いします。また，次週の年末家族特別例会は，会員全員の参加登録をいただいており，総勢238名で開催
予定です。来週26日には全員のご出席をお待ちしています。

幹事報告
１．先週年末家族会の会費等を集めさせていただきましたが，収支が若干合わないようです。お心あた

りの方はお申し出ください。ないようでしたら，スマイルの方に入金させていただきたいと思いま
すがよろしいでしょうか？

２．第36回米山功労クラブの感謝状が届いておりますので，回覧いたします。
３．来週はいよいよ年末家族特別例会となっております。お昼の例会はございませんのでお間違えのな

いようによろしくお願いいたします。

お 食 事
（ベトナムミール）
中華スープ，チャーハン，ザーサイ，杏仁豆腐



　　来年１月２日（木）の例会はお休みです。
　　なお，１月９日（木）の第７回理事・役員会に計画書，報告書等の上程がございましたらできるだけ

12月中に提出していただきますようよろしくお願いいたします。
４．岡山東 RC の歌の CD 作成を手伝ってくれた岡山大学男声合唱団コール・ロータスから定期演奏会

のチケットを50枚いただいています。岡山市民会館で１月25日の18時開演です。お配りしますので，
一人でも多くの方に行っていただけると幸いです。

５．他クラブ週報を回覧いたしますのでご覧下さい。

ロータリー財団表彰
　ロータリー日本財団より年次寄付の認証ピン並びに認証状が届き，石井会長より授与されました。

●マルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証ピン ●ポール・ハリス・フェロー認証ピンと認証状

糸島達也 パスト会長　　 北村正発 会員 世良仁 会員 　　 横手典明 会員

委員会報告
●親睦活動委員会　大橋正禎 副委員長
　来週26日（木）の年末特別例会で恒例の記念写真を撮影させていただきますが，今回は参加人数が多いた
め，受付を17時に早めて記念撮影をしたいと思いますので皆様ご協力をお願い申し上げます。

●社会奉仕委員会　佐藤英明 委員長
　今年度の社会奉仕事業でお世話になった NPO 法人いわて GINGA-NET さんに「ふわふわ」を贈呈しま
すが，「ふわふわ」に被災地で暮らす子供たちに向けたメッセージを書き添えて送りたいと思います。会員
皆様の熱いメッセージとお名前を書いて頂きますようよろしくお願いします。

クラブ細則の改正
　本日，クラブ細則第４条第１節に則り，石井会長の議事，進行により，青少年育成基金の名称等変更に
伴うクラブ細則第９条（委員会） 第２節（クラブ奉仕委員会），第10条（委員会の任務）第１節（クラブ奉仕委員
会）および第５節（青少年奉仕委員会）の変更について説明が行われ，賛成多数により改正されました。

●スマイル●
小田（岡山南 RC）　先日，旭川荘に梅の植樹をいただきありがとうございました。
石井 先週の舞鶴基地訪問では村松職業奉仕委員長をはじめ委員会の皆様にはお世話になりま

した。菅野会員にはお気遣いありがとうございました。また「輪影」の忘年会に初めて
参加させていただき大変楽しかったです。砂山会長，武幹事ありがとうございました。

砂山 先日，写友「輪影」の忘年会をとりおこないました。会長，幹事様の出席をいただき感
謝します。津嶋賞をいただきました。

木村 今年最後の例会を迎えました。石井年度よろしくお願いいたします。
舟橋 ①職場訪問では，村松職業奉仕委員長お世話になりました。　②「輪影」の忘年会で山田

会員にお世話になりました。有難うございました。
安藤 12月14日の職場訪問では，村松職業奉仕委員長ほか職業奉仕委員会のみなさんにお世話

になりました。齊藤（博）SAA による的確な解説もあり，とても良かったです。ありがと
うございました。

S A A



第１回囲碁同好会（12/21）
　12月21日（日）アークホテル岡山にて，本年度第1回目の囲碁同好会が開催されました。参加者は，北村正
発五段，内山隆義３級，勘藤晋５級，佐藤英明５級，齊藤博臣８級，石井英行10級の６名。また，若林会
員，内山（淳）会員，弘中会員が応援に駆け付けてくださり，熱戦が繰り広げられました。優勝は，北村五
段，準優勝　勘籐５級，３位 佐藤５級でした。
　次回は，クラブ創立45周年記念大会で，26年２月１日（土）～２（日）に湯原国際ホテル菊の湯にて開催す
る予定です。囲碁が初めての方，囲碁に興味のある方，大歓迎ですので多数のご参加をよろしくお願いし
ます。
 ［文章提供：佐藤英明 会員］

優勝　北村正発五段

三垣 先日の防衛省海上自衛隊の職場訪問にて，会長そして担当委員会の皆様大変お世話にな
りました。写友「輪影」に入会させていただきました。よろしくお願いします。

村松 この度の職場訪問には多数ご参加いただきましてありがとうございました。多々，不手
際があり参加メンバーにはご迷惑をおかけしましたが，皆様のご協力により，事故もな
く無事に帰ることができ感謝いたします。

世良 卓話をします。風邪の為咳が出ますが宜しくお願いします。
白髭 家族が一人多くなりました。少し嬉しくてスマイルを。
赤松 先日の「輪影」忘年会では，無銭飲食させていただき，大変ありがとう存じました。特

に，武さんにはおいしいワインを世話していただき，若い頃アゴ・アシ付きの高級ホテル
で，ボルドー・メドックのワインを飲みあさっていた頃を思い出させていただきました。

佐藤 村松委員長，舞鶴では大変勉強になりました。ありがとうございます。齊藤 SAA に海老
で鯛を釣らせていただきました。

大森 諸國先生，先日は大変ご迷惑をおかけいたしました。心筋梗塞のようでした。またいつ
再発するかわかりませんので，用心しております。

内山（隆） 職業奉仕委員による舞鶴自衛隊への多数の参加ありがとうございました。カニが美味
かった !!　50年来の友人，小田さんよくいらっしゃいました。

武 12月12日，写友「輪影」の忘年会は29名のご登録をいただき盛大に開催することができ
ました。山田会員，奥様ありがとうございました。

荒川 22日（日）に末っ子が結婚します。これで子供全員終了です。孫が増えることを期待 !!
菅野 12月14日，舞鶴海上自衛隊職場訪問へのバスのご利用有難うございました。私社用で参

加出来なくて申しわけありません。仕事が忙しくてご老体に鞭打って頑張っています。
頑張れるのも◎（今でしょう）

和氣 先日の職場訪問ではお世話になりました。石井会長，村松委員長お疲れ様です。本日は，
都合により早退させていただきます。

山下（和） 12月14日舞鶴の一日，有意義な見学とおいしいカニ三昧でありがとうございました。12
月15日たけべの森の理事長様大変ありがとうございました。感謝感謝の日々を！

横手 ①写友「輪影」忘年会，砂山会長，武幹事，山田さんお世話になりました。　②村松委員
長，12月14日職場訪問お世話になりました。

勘藤 昨日，軽いぎっくり腰になり，本日痛み止めを飲んで出席しております。皆様，SAA に
ご協力感謝いたします。合掌

齊藤（博） 今日で上半期の SAA のスマイルも終わりです。ご協力ありがとうございました。
 22件　135,000円

３位　佐藤英明５級準優勝　勘藤晋５級



伊原木知事へ表敬訪問（新年挨拶）（1/7）
　１月７日（火）岡山県庁知事室において，石
井会長と若手理事の村松職業奉仕委員長，冨
岡ロータリー財団委員長，内山（淳）会報委員
長で伊原木県知事を表敬訪問しました。
　石井会長より岡山東 RC の事業活動につい
て説明した後，伊原木知事から行政主導で
はできない地域の奉仕活動がこれからます
ます重要になってきますとお話がありまし
た。  

熱心に囲碁を楽しむメンバーの皆さん

1月の月間行事予定  ロータリー理解推進月間
例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事
２日通常休会
９日通常例会

16日特別例会
23日通常例会

30日通常例会

・法定休日
・お祝い行事
・「新年初頭の挨拶」石井英行 会長，舟橋弘晃 幹事
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・「ロータリー理解推進月間にちなんで」

鳥居滋 パストガバナー
・「インターアクトクラブの活動について」

就実高等学校インターアクトクラブ

９日　理事・役員会

18 ･ 19日　写友「輪影」撮影旅行
　　　　　（白川郷）
23日　第３回クラブフォーラム
25日　ゴルフ同好会（岡山 G.C. 帯江）

1月の月間メニュー
２日通常休会
９日通常例会
16日特別例会
23日通常例会
30日通常例会

・法定休日
・幕の内，吸い物
・新年特別例会（於　アークホテル岡山）
・（ベトナムミール）小海老とイカのチリソース丼，スープ，ザーサイ
・ビーフカレー，サラダ，コーヒー

全員で記念撮影



2013.12.26　第2175例会

2013年　岡山東ロータリークラブ

年  末  家  族  会
　12月26日（木）18時30分より岡山プラザホテルにお
いて，ご家族を含む総勢238名が出席して，年末家
族特別例会が開催されました。
　今回の年末家族特別例会は，創立45周年の年に相
応しく，全会員およびご家族の皆様のお陰で過去最
多の出席人数となりました。
　今年度のクラブテーマ「敬上慈下～ロータリー
家族愛を深化させよう」に則り，参加された会員，
ご家族の皆様が親睦を深め楽しんでいただけるような家族会を目指し，岡山で活動するゴスペルクワイア

「Y.S.Joyfriend」の皆様によるクリスマスソングショーでクリスマスムードを盛り上げました。また浪速の
スーパー曲芸夫婦「さくら組」の曲芸に会場の子供たちも大喜びしました。盛りだくさんの料理を賞味し，
恒例の大抽選会に一喜一憂。時間の経つのも忘れて，クリスマスムードの中，みんなで年末家族特別例会
を楽しみました。
　お世話になった親睦活動委員会の皆さんに感謝しながら，「手に手つないで」の大合唱でお開きとなりま
した。

会長挨拶
　皆さんこんばんは。師走の大変お忙しい中，クラブ創立45周年の年にふさわしい238名という過去最大の
ご出席をいただき，高い席からですが心より感謝申し上げます。
　７月に私の年度がスタートし，「敬上慈下～ロータリー家族愛を深化させよう」のテーマのもと今日まで
活動してまいりました。ホームクラブの例会出席率もクラブ創立以来の出席率を維持しており，皆様のご
協力で無事半年を終えることができました。洵にありがとうございました。
　後半には２月16日には45周年記念式典祝賀会，３月９日には第８・９グループの I.M. の主管，そして５
月23日からベトナムでの図書館寄贈とたくさんの事業があります。皆様のより一層のご支援をよろしくお
願いいたします。
　最後になりましたが，本会にご協賛いただきました理事，役員，委員長各位，並びに本日の準備にご尽
力いただきました高橋委員長，大橋副委員長をはじめ親睦活動委員会のメンバーに感謝申し上げ開会のご
挨拶とさせていただきます。

出席報告
　会員数　90名（内出席免除者18名）
　出席者　90名
　出席率　100.0％（前々回訂正後出席率94.44％）
　ご家族，ボランティア学生他　148名

石井会長の挨拶 諸國ソングリーダーの指揮で「奉仕の理想」斉唱



弘中環 新入会員あいさつ

高橋親睦委員長の挨拶

黒住陽一 新入会員あいさつ

冨山会員と渡辺学会員がサンタ姿で子供たちにプレゼント

西下直前会長の乾杯

たくさんの会員と家族で賑わう会場風景

小橋雅治 新入会員あいさつ

クリスマスムードを盛り上げる Xmas ソングショー

司会の小橋雅治会員と上村真理子アシスタント

スーパー曲芸に大喜びの子供たち

会員全員出席を檀上で喜ぶ石井会長，坪井パスト会長，山下貴司会員，地区ロータリー財団奨学生の海野歩未さん



東北の子供たちを応援する思いを“寄せ書き”し，
「ふわふわ」に託した

お世話になった親睦活動委員会の皆さん

“いわて GINGA-NET”を通じて東北支援に寄贈される
「ふわふわ」の前で

木村副会長の閉会挨拶

総勢238名が大きな輪になって「手に手つないで」の大合唱

大抽選会

会長賞の髙藤会員 会長エレクト賞の井上一パスト会長副会長賞の藤原唯朗会員


