
                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                                         
 
 
 

 

 

 

◎司会          峯岸 忠ＳＡＡ・親睦委員  

 

◎開会点鐘            宮本  誠会長 

 

◎国歌「君が代」斉唱     

ロータリーソング「我等の生業」   

菊池 敏ソングリーダー 

「四つのテスト」の唱和     ＳＡＡ・親睦委員会         

 

◎お客様紹介           宮本  誠会長 

岡山西南ＲＣ           椎原 裕二様 

司法修習生            下山田聖さん 

 

◎会務報告            宮本  誠会長 

① 国際大会参加報告 

 先月 29〜30 日遠藤さん、入沢

幹事と３人で国際大会に行って

きました。巨大ホールで RI 会長

の挨拶と国連事務総長、韓国の副

首相まで延々と長演説をやって

頂き正直疲れました。夕方からガバナーズ・ナイトと言

う2750 地区の水野Gの会があり、翌日は市内見物に参

りました。ソウルは北朝鮮と接しているため臨戦態勢で

山の上にはバルカン砲、ミサイルが据えてあり、兵隊も

見える。超高層ビルの屋上にもバルカン砲が据えてあり

万一の時に備えている。そうした緊張感の中でも土日は

若者が溢れ、賑わっている。市内では豪華な近代ビルが

密度高く林立している。市内を東西に乞田川より少し広

い川が繁華街に隣接して流れ、両側には草木が茂り水も

綺麗で魚もいていい感じでした。 

②本日例会後、最後の定例理事会を開催します。 

 

◎幹事報告            入沢 修自幹事 

配布：ロータリーの友６月号、会報1192，1193号、 

 2016-2017年度年間予定表． 

回覧：東京調布RCの６月５日事業のご案内。 

   フレンズ・ウイズアウト・ボーダーの「今月の 

   出来事」、フレンズの事務局移転・新オフィス 

   お披露目会6／917:30〜 

 

 

 

 

 

 

 

＊ 地区大会本会議のDVDが届いています。 

＊ 他クラブ例会変更は事務局にご確認を。 

 

◎次年度会務報告     小泉  博会長エレクト     

5月18日 第6回被選理事会報告 

① 年間予定表をお配りしました。今年は規定審議会の

発表があり、「理事会は祝日を含む週の例会を取りやめ

る事が出来る」という改定を受けたものです。表中赤抜

き欄が休日週の休会となります。 

通常１年間の例回数が43〜45とすると、次年度は39回

に減っています。次年度はあと一ヶ月で始まります。各

委員会の予定の都合上、取りあえず発表しますが正式に

は次週の被選理事会で決定します。 

② 次年度の予算については検討中です。例回数が少し 

減りましたので予算としても少し楽になったかと思い

ます。 

③ 奉仕プロジェクトの件で、車椅子テニスとラオス 

小児病院の支援を決めましたが、この２件の骨格案の 

設計を立案委員会から提出して頂くことになります。こ

れを次週審議する予定です。 

④ 2016〜2017 年度の第一回 R 財団セミナーが開催さ

れます。次年度募金委員会の澄川さんに出席頂きます。 

 

＊次年度各委員長さんから次年度の活動計画書の提出

は頂いたでしょうか。未だでしたら一両日中に事務局ま

で提出下さい。 

 

 

【 諸事報告 】 

 

◎出席報告        中谷 綋子出席奨励委員 

 

会員総数                31名 

出席義務免除者           7名 

出席者数 出席義務者           18名 

出席免除者       6名                           

計                24名 

出席率    28/30  =  ９３.３３％ 

第1192回例会（5/18）訂正出席率 ８０.００％ 
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国際ロータリー第２７５０地区   

東京多摩グリーンロータリークラブ 
        ２０１５～２０１６年度 

 

恐れず改革、フレッシュな25 周年クラブを！             

                                                                                                                             
 



◎ニコニコＢＯＸ   伊澤ケイ子ＳＡＡ・親睦委員 

 

椎原裕二様 初孫が出来ました。男

の子でなんと名前が椎原 悠（ゆう）

と言います。【スナック悠】と同じで

す。ついにクソジーサンになりまし

た。 

 

 宮本  誠 国際大会、疲れました。 

 入沢 修自 もう少しで風邪が抜けるというか治り 

そうな感じ。 

 足立潤三郎 初野会員のイニシエーションスピーチ 

       楽しみです。 

       関岡さん先週の坐禅会お世話様でした。 

 大松 誠二 田吾作じじいです 孫を使ってソラマ 

       メを売っていてすみません。 

 萩生田政由 初野有人様 卓話楽しみです。 

 伊澤ケイ子 初野さんスピーチ楽しみです。関岡さん 

       坐禅会お世話になりました。 

 菊池  敏 初野様 イニシエーションスピーチ楽 

       しみにしています。 

 小泉  博 皆さんコンニチハ 坐禅会出席できず 

       残念でした。初野さんイニシエーション 

スピーチ楽しみです。 

 峯岸  忠 初野さんスピーチ宜しく！！今年度も 

       残り1か月になりました。 

 森本 由美 初野さま、本日のInitiation楽しみに 

しています。 

 宮村  宏 初野さんスピーチたのしみです。 

 中谷 綋子 初野様卓話楽しみです。 

 斉藤 誠壽 初野さん卓話楽しみにしています。 

 関岡 俊二 初野さんイニシエーションスピーチ楽 

しみです。  

 澄川  昇 初野さんイニシエーションスピーチ楽 

しみです。 

 田村  豊 初野先生、卓話たのしみです。 

 田﨑 博実 今週末は、事務所旅行でキャンプし 

ます。 

 津守 弘範 初野さん卓話楽しみです。 

 若林 克昌 初野さんイニシエーション楽しみに 

しています 宜しくお願いします。 

 

本日の合計￥２２,０００（累計￥９１０,９０４） 

 

◎卓話者紹介      田村 豊プログラム委員長 

 

◎イニシエーションスピーチ    初野 有人会員 

 自己紹介、歯科医療の現状、これからどうなってゆく

のか、地域医療に関して歯科医師会が頑張っていること

をお話したいと思います。 

 父が自衛隊中央病院の海軍軍医をやっておりました。

私は世田谷の官舎で生まれ、父の赴任に伴い舞鶴、長崎

を転々としました。小学生の頃父は埼玉県大山町で開業

して川越市で中学生を

過ごしました。鶴見大学

歯学部に進学、卒後東京

医科歯科大付属病院で

総合診断部に入籍後、顎

顔面補綴学の大学院に

入り顎、顔面のない人の

補綴を勉強し医科歯科

大の職員となり非常勤講師をしながら又東大保健セン

ターに勤め開業の準備を進めました。 

 

2008 年に唐木田駅前、ケイヨーD2 前に３階建ての歯科

施設を開業、１階から3階まで全て歯科治療を出来る体

勢になっており、中に外来部・訪問部を容します。 

中の治療はどうなっているか、まず清潔であること。病

室では声音が漏れずプライバシーが護られることです。

治療に使う機材などは全て滅菌し、また患者毎に清潔な

ディスポーザブルの製品を交換する.滅菌と消毒は違い

消毒はただ綺麗にすること．滅菌は細菌、細胞、蛋白質

を全て殺してしまうことです。滅菌は国際基準がクラス

B,S,Nの３段階あり、歯科は一番下のクラスNで通って

おり、医科ではクラスBです。うちでは全て医科基準の

クラスBの滅菌器を使っています。都内の歯科でクラス

Bの滅菌をしているのは約３％しかありません。歯科の

状況は医科に比べて非常に後れているのです。市役所で

もうちの病室をモデルに推奨し、滅菌器の改善をしてゆ

こうとしています。ただコストパーフォーマンスが非常

に悪く、医療の点数と収入のバランスがとれていない現

実があります。 

2 ヶ月毎にスタッフ全員が集まって研修会を開きます。

感染症にかからない、院内の身だしなみの講習会も行っ

て常識のボーダーラインを決めています。今の若い人の

中には非常に常識の違いを感じています。 

 

訪問診療は今ニーズが高まっており、都内では町田市が

一番で次が多摩市です。訪問診療に行くと非常に切なく

なる人が多いです。痴呆を抱えていたり、一人住まいの

お婆さんで寝た切りだったり、こういった方が多摩には

いっぱいいらっしゃいます。 

歯科医師会は 62 名の会員がいますが、活動の内容は休

日診療、障害者医科、歯周病検診、子供達の検診も健康

センターで行っています。 

私が実行委員長でやっている「お口の健康祭り」という

のがあり、今年は大規模災害の医療連携をテーマに、田

村医師会長、白井歯科医師会長、多摩市長３名のトーク

ショウを計画しています。消防署長さんからは災害時に

於ける避難経路、避難場所、救急医療についてお話ば聴

けると思います。是非アウラホールへお越し下さい。 

 

◎閉会点鐘            宮本  誠会長 

   （今週の担当 吉沢 洋景） 

おめでとうご

ざいます！ 


