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＜点 鐘＞ 会長 永家 将嗣 

＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー 

  

 

＜会長の時間＞ 会長 永家 将嗣 
 

皆さんこんにちは、14日の PETSには大保木さんを始め剱

田ガバナー年度の地区幹事の皆様、早朝より遅くまで御苦

労さまでした。 

昨日は可児ロータリークラブ創立 40 周年記念式典がシテ

ィーホテル美濃加茂出開催され、剱田ガバナーノミニーと

参加して来ました。 

11：00～12：00 まで式典が行われその後、祝宴が 12：20

～14：20まで行われました。 

可児ロータリークラブは 1975年 3月 15日にスポンサーク

ラブ美濃加茂ロータリークラブで 30 人の会員でスタート

を切られました。人口も平成 17 年の合併で 5 万数千人か

ら 10 万人になり高山と似ている環境です。もともと可児

町は名古屋市のベットタウンとして発展して来ましたが、

合併後工場誘致などもあり活況な状態だったそうですが

その後伸び悩みがあるようです。それを象徴していますの

が会員の変異です。30人からスタートされ最高 70人にま

で会員が増えましたが 2000 年から減少し現在 28 名です。

今井会長はあいさつの中で「まさに山あり谷ありです」と

おっしゃっていました。 

私たち高山中央ロータリークラブもガバナー年度以降の

こと考えて会員増強と退会防止に向けて計画的に行動し

ないといけないと思いました。 

式典・祝宴で気がついたことですが、式典では御来賓のあ

いさつが 7名もあり、剱田ガバナーノミニーの御挨拶もあ

りましたが、さすがにユーモアを交え流暢にお話しされま

したが、ガバナーのご挨拶より長く 7名の中で一番時間を

取られました。 

挨拶に時間を取られたためか 40 年の歩みの映像がありま

したが過去 5年の活動内容の紹介で、5分程度で短い印象

を持ちました。金一封も目録を可児市長様と御嵩町長に教

育に使ってほしいと、それぞれ 40万円 10万円を渡されま

した。 

祝宴はピアノフルート生演奏や韓国歌手の歌謡ショウ・マ

ジックショーがありました。食事はデザートを入れて 8

品にコーヒーでした。そして全員に可児ロータリークラブ

40 周年のラベルを貼った赤・白 2 本のワインがお土産に

つきました。これらは剱田ガバナーノミニー写真を撮りま

したので事務局にデーターを送っておきます。我々の 25

周年の参考になればと思いお話しさせていただきました。 

 

 

＜幹事報告＞ 幹事 高原 清人 
 

◎国際ロータリー第２６３０地区ガバナー事務所より 

 ・2015-16年度ロータリー財団地区補助金奨学生募集に

ついて 

 

○高山ロータリークラブより 

 ・例会場変更のお知らせ 

  日時：3月 19日（木）１２：３０～ 

会場：ホテルアソシア高山リゾート３階 

 

○ロータリー米山記念奨学会より 

 ・ハイライトよねやま 180 

 

＜飛騨高山国際協会より＞ 

 ・平成 27年度実務者連絡会議開催について 

  日時：4月 9日（木）10：30～11：30 

  会場：高山市役所 4階 中会議室 

 

 

 

＜本日のプログラム＞ 

出席/プログラム委員会 松之木 委員長 

 

 

 

  

◆会長  永家 将嗣   ◆幹事  高原 清人   ◆会報委員長 岩垣津 亘  ◆会報担当 田中 雅昭 

 

 会員数 出席会員 出席 Make-up 出席率 

本 日 

1039 回 
55 名 54 名 48 名 － 88.89% 

前々回 

1037 回 
55 名 54 名 44 名 1 名 83.33% 

＜出席報告＞ 

WEEKLY REPORT 

Ｒ．Ｉ．第２６３０地区 高山中央ロータリークラブ 

WEEKLY REPORT 

2014～2015 年度 高山中央 RC 会長テーマ 

「心に響き 心に残り そして心が熱くなる」 
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＜新会員スピーチ＞  

鶯塚 英雄 会員 
 

歯科医師として“口は災いのもと？たまには歯について考

えてみよう！！”と題して会員スピーチの機会を頂き、虫

歯・酸蝕症・歯

周病に関してト

ピックス的なお

話しをしました。 

まず、昨年度、

岐阜県の 12 才

時の児童の虫歯

の数が 0.6 本と

なり、日本一虫

歯の少ない県に

なりました。た

だ高山市としては 1.0 本で県内ではまだ虫歯の多い地域

になります。 

また、中学卒業以降虫歯の数は急激に増加し、人間は管理

された状況から放たれると生活習慣の乱れから、虫歯はも

ちろんのこと様々な疾病の予備軍になることが分かると

思います。 

酸蝕症は、細菌によるものではなく、酸性度の高い飲食物

を高頻度で摂取することで歯が溶ける一種の生活習慣病

です。普段なにげに飲んでいる清涼飲料水や黒酢などの健

康飲料水、お酒なども PH3以下ですので常飲していると歯

のエナメル質を溶かします。ただ唾液により守られていま

すので普通の状態では神経質になる必要はありません。 

歯周病は、歯周病菌による細菌感染によって発症しますが、

ストレスやタバコ、糖尿病などの全身疾患など様々なファ

クターが関連して重症化します。治療法としては、プラー

クコントロールの徹底は言うまでもありませんが、まずは

歯周病の除菌を行うことが大切です。最近では歯周病菌の

種類と数をリアルタイム PCR法による DNA診断にて検査し、

それに沿った投薬をして除菌する内科的治療法が行われ

ています。 

“口は災いのもと”にならないために、食べ物の入り口～

命の入り口である口や歯のことをたまには真剣に考えて

いただけたら幸いです。 

 

 

 

 

植木 眞吾 会員 
 

高山中央ロータリークラブに入会させていただき、８ヶ月

となります。 

少し周りが見えて来たところですが、人前で話す事には慣

れません。 

自分の仕事を通じて社会に奉仕するとは・・・私の場合、

建築設計が好きで資格を持ち独立開業して２０年になり

ます。 

数多くのお客様との出会いが有り、続けて来られたのはお

客様の喜ぶ顔が見たいのと、私がモノ造りが好きだから続

けて来られたと思っています。 

来年、還暦と成るわけですが、生涯現役でこの仕事を続け

たいと思っています。 

これからもより一層の努力をし、出会えた人たちに感謝の

気持ちを忘れず、良きモノを返しつづける事で社会奉仕に

繋がると考え、この仕事を楽しんで頑張っていきたいと思

います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

＜ニコニコＢＯＸ＞ 
 

3月も半ばとなり陽気も春らしくなってきましたが、来週
はまた寒さがぶり返すようです。寒暖の差が激しく体調管
理も大変ですが元気で頑張りましょう。 理事役員一同 
 

妻の誕生日のお花を頂き有難うございました。 
「誕生日を祝ってくれるのは、もはや RC と猫だけだ」と
ボヤいていました。大変耳の痛い思いで拝聴していました。
 高原 清人 
 

3/14～3/15 県中古自動車販売商工組合飛騨支部主催のジ
ャンボフェアにて 106 台の成約を頂きました事に感謝し
てニコニコへ。 黒地 重雄 
 

 
 
 
 

3/14 には多数の国際奉仕委員？の方々、わざわざ関から
駆けつけて下さった方も見え、ホワイトデーのイベントの
応援をして下さいまして、ありがとうございました。 
 高木 純 
 

昨日は天候に恵まれ無事第 12 回雫宮祭を終了することが
出来ました。感謝申し上げます。ありがとうございました。
 都竹 太志 
 

本日 3/16 個人確定申告最終日です。今年は税制改正など
もありますが、老人介護障害者など高齢化から発生する扶
養等で申告の仕方で損得が多くなりました。また、所得が
少なくなると、損得が発生するなど神経を使わなければな
りませんでした。 平林 英一 

たまには歯について考えてみよう！！

高山中央ロータリークラブ

鶯塚 英雄

口は災いのもと？
最新？の歯周病治療

リアルタイムPCR法による歯周病菌のDNA診
断により歯周病の原因菌といわれている6菌
種の数を調べる（エビデンスのある治療へ）

機械的清掃＋抗生剤の長期全身投与

再生医療 糖尿病などの全身疾患の治療

禁煙 適正なプラークコントロール

（アモキシシリン＋メトロニダゾール）が欧米ではゴールデンスタンダード


