
第1070回　平成25年6月6日号

本日の出席率７５.０％：会員数４１名・出席２９名・欠席１０名・出席規定免除会員（２）１名・ビジター １名

前々回の修正出席率１００％：出席３０名・メークアップ９名・出席規定免除会員（２）１名

　皆さんこんにちは。 ６月２日は市

民大清掃の日 （空き缶回収キャン

ペーン） でした。 私は町内会の清

掃に３０分ほど出て、 市役所前の

集合地点に行きました。 前日の雨

が嘘のように天気は晴れに向かっ

てました。 持ち場の市役所前から

島瀬公園までの区間で、 ２０周年

の時に作成したジャンパーをきて清掃作業を致しました。 ゴミは

あまりありませんでした。 ちなみに気温が２０度を超えると 「アイ

スクリーム」 が…、 ２５度を超えると 「かき氷」 が…、 欲しくなる

そうです。 アイスクリームを食べて帰りました。 また、 佐世保中

央ロータリークラブのロゴ入りのジャンパーを着用することで佐世

保中央ロータリークラブの活動をアピールすることができますの

で、 活用していきたいと思います。

　　

　また、 先日佐世保税務署の井手署長のお話を聞く機会があり

ました。 「トッカン ・ 特別国税徴収官」 の仕事という題での講話

でした。 ある事例を挙げての説明がありました。 特別国税徴収

官の仕事は調査と徴収で主に徴収の仕事が多いそうです。

　税金を滞納している家に行ったときに、 大変立派な家で玄関

口は大変広くて、 裏口の出入り口が、 自分の家の玄関より広かっ

たそうです。 金製品・ 宝石 ・ 骨董品・ 特に掛け軸が多かったと

いうことで、 中には誰が使用するのか２キロの金のネックレスが

あったそうです。 また丸山応挙の掛け軸を自分は５００万円で

買ったと自慢していたそうですが、 専門家の職員が鑑定し、 競

売にかけ、 落とした人が支払った金額は５， ０００円だったそうで

す。 掛け軸は押してある印をらっかん辞典で調べて、 偽物か本

物か判断するそうです。 ちなみに掛け軸のおよそ９０％は偽物

だそうです。

　また宝石の鑑定をするときは１０倍の大きさに見えるルーペを

持っていたほうがいいそうです。 本物のダイヤモンドは不純物が

含まれていて、 少し汚れている感じがあるとのことです。 本物か

どうか簡単に調べるには水性ペンで線を引けるかどうかで判断

することができるとのこと。 偽物のダイヤモンドは水性ペンで線を

描こうとするとかけない、 本物は線が引けるそうです。

　　佐世保ロータリークラブ　　　　　　見藤　史朗様

崎山信幸 社会奉仕委員長
　６月２日（日）に決行された「空き缶回収キャンペーン」のお礼。

参加者…四元清安会長、 前田眞澄幹事、 西村浩輝副会長、

坂井智照君、 香月章彦君、 崎山の６名でした。 ありがとうござい

ました。

　６月８日 （土） にケアハウス 「あかりざき」 にて、 長崎県立佐世

保特別支援学校児童との交流プロジェクトを行います。 会員の

皆様のご参加をよろしくお願いします。

 １．例会変更
　    有田ロータリークラブ

　 ６月１８日 （火） １２：３０→６月２１日 （金） １８：３０～

　 　Olive Bay Hotel （長崎県西海市大島町）　

　　 年度末家族会のため

伊万里西ロータリークラブ
　 ６月２７日 （木） １８：３０～

　 伊万里迎賓館　年度末懇親会のため

２．来　　信
・朝長則男佐世保市長
   「空き缶回収キャンペーン」 への参加のお礼

    ・ガバナー事務所
　　ロータリー財団年次寄付へのご協力のお願い

・次年度ガバナー事務所
　次年度地区主要行事予定表

　

３．伝達・通知
       特にありません。
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ＳＡＡ：田端茂君

次回例会／６月１３日１８：３０～

次回献立／まかない丼、野菜お浸し、豚汁

大久保厚司副会長
　本日は副会長の話ということで、 私の本

業から 「多忙な人のための口腔系の知識

と歯科治療」 の演題でスライドを用いてお

話しすることにします。

　８０歳で２０本歯が残るように努力する / ８０２０ はご存知だと思

いますが、 誰でも達成できる数値ではありません。 それは、 主

な口腔系疾患である齲蝕、 歯周病、 歯根の破折、 顎関節由来

の不定愁訴と腫瘍等は負の方向にしかすすまない 「退行性病

変」 で、 病態によって難易度は様々で、 歯科医師の技量と経

験に頼る手技的治療を受けなければ治らない分野です。

　齲蝕、 歯周病と歯根破折の原因は口腔内細菌叢で要因はか

み合せが悪い ( 不正咬合 ) ことに加えて、 悪習癖が問題です。

例えば、 歯を磨かない ( 細菌の増加 )、 砂糖類を多くとる ( 細

菌の栄養源 )、 噛み癖 ・ 顎に継続性の力 ( 顎位のズレ ) や爪楊

枝、 歯間ブラシで歯肉を磨くことや強い力で歯ブラシする ( 歯肉

に傷 )。 また歯根の破折は不慮の外傷は別として硬いものを好

んで食べる ( 歯根の破折 ) 等です。 これらに時間の経過により、

いずれ上記の疾患に罹ります。

　再生医療やインプラントに関しては 「日本再生歯科医学会」

が設立されて１０年が経過しておりますので、 詳細はホームペー

ジを参照してください。８原著論文程私のが掲載されております。

顎関節症の症状として、 耳の周辺の痛み、 口が大きく開けられ

ない、 口を開け閉めすると音が鳴る、 天候の崩れる前に決まっ

た箇所に片頭痛、 肩こり ( 重症は腕が挙げられない )、 耳鳴り、

めまい、 手指のしびれ ( 重症は腱鞘炎へ )、 腰痛等で、 関連

疾患として中枢感作 ( 偏頭痛 ・ 緊張性頭痛、  筋筋膜痛症、 線

維筋痛症、 慢性疲労症候群、 過敏性腸炎、 原発性月経困難

症、 抑鬱等 ) と更年期様障害や膠原病の一部が学会で議論さ

れています。 これらは咬み合せを変換しながら各専門医と連携

して治療していきます。

　最後に悪性腫瘍 ( 癌 ) について、 進行性癌は最初にできた１

～２個の癌細胞が８年後には５～８億個に増えます。 １００日で倍

になっていくと思ってください。 これは生殖細胞を増加させるの

と同じ増殖因子が係わる為です。 口腔系の癌は比較的見つけ

易いのですが、 治りにくい扁平上皮癌が多く、 限局性は２ mm

程度ですので早期発見 ・ 早期治療が必要です。

　多忙なロータリアンに忘れがちな、 歯科医師の忠告を真面目

に考え、 先進医療の受診と生活態度を変える。 痛い時だけ来

院せずに定期検診を年１～２度は受け、 予防を重視すること。

予約は守るということを思い出してください。

　本日はこのような機会を与えて頂きました四元会長に感謝申し

上げます。

   ■  会 員 卓 話 ■　 

四元清安会長、大久保厚司副会長、前田眞澄幹事
本日は大久保厚司副会長の一年に一回の出番。 副会長卓話で

あります。 よろしくお願いします。 去る６月２日 （日） 佐世保市主

催 「空き缶回収キャンペーン」 に参加頂きました会員の皆様、

大変お疲れさまでした。 そして、 山田伸二君、 ようこそ佐世保

中央ロータリークラブへのご入会、 心より歓迎致します。 早く馴

染むようお願いします。

牛島義亮君
山田伸二君の入会を祝してニコニコします。 早く慣れて楽し

んで下さい。

山瀧正久君
山田伸二君の入会を心より歓迎し， ニコニコします。

田端茂君
大人のバイクで出雲大社へ行って来ました。 全行程１２９３㎞

の快適なツーリングでした。山田伸二君の入会を歓迎します。

田雑豪裕君
見藤史朗さんのご来訪にニコニコ致します。 又、 ６月１日、

息子の結婚披露宴に御出席を頂きありがとうございました。

ロータリーの友情に感謝致します。

岡光正君
先程 「長崎がんばらんば国体」 リハーサル大会の警備の入

札がありました。 取りたくなかったのですが、 間違って落札し

てしまいました。 どうしようかな～。 ニコニコします。

池永隆司親睦活動委員長
新入会員、 山田伸二君の入会を祝してニコニコします。 次

年度親睦活動委員長殿、ご指導おてやわらかにお願いします。

本日の合計　　　　   20,000 円

本年度の累計　　　841,000 円

新入会員の紹介
山田　伸二君
勤務先 ； 有限会社 山田建設

役職 ； 常務

職業分類 ； 木造建築

家族 ； 夫人と 1 男　
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