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第1281回例会 2014年 (平成26年) １月31日 (金) 創立記念例会

会長挨拶 井上明彦会長

バナー交換：東京日本橋東ロータリークラブ・

高野真弓さん､ ようこそ歓迎します｡

｢東京都知事選スタート｣

当然ながら首都決戦は地方選とは大きく違う｡

ちなみに都の予算規模は約13兆円｡ これはスウェー

デンの国家予算並み｡ それほど巨大な都市東京で

ある｡ 争点は五輪・福祉・防災・景気・原発｡ 前

任者の猪瀬直樹知事は433万票を集めたが今回の

都民の判断と行方に注視｡

｢都知事｣ の強大な権限 国家並み予算規模､

韓国を上回るGDP

2020年の東京五輪や首都直下型地震､ 少子高齢

化といった課題を抱える中､ 選挙戦がスタートし

た｡ 大統領にもたとえられる強大な権限に加え､

国家並みの財政規模を誇る都知事は､ 日本全体や

世界にも影響を与える｡ ＊職員数16万人：都は首

都機能を強化する目的で他の道府県にはない権限

を持ち､ 固定資産税など３税の45％を23区から吸

い上げ､ 上下水道や消防事業を担っている｡ また､

全国民の１割以上にあたる約1,330万人の人口を

抱え､ 知事の下には警察や消防などを含め神奈川

県鎌倉市の総人口に匹敵する約16万人の職員が働

く｡ 米統領と同じように有権者の投票を経て選ば

れるため､ 強大な権力を握る｡ ＊世界14位の経済

大国：都は膨大な財政規模も誇る｡ ｢都内総生産｣

は92兆４千億円 (平成23年度)｡ 国内総生産 (GDP)

473兆３千億円の約５分の１を占める｡ 韓国 (88

兆２千億円) を上回る規模で､ 国レベルで比較す

れば世界14位の経済大国｡ 巨大都市TOKYO｡

２月９日投開票の結果を注目します｡

今日の例会も楽しくお付き合いください｡

幹事報告 南 信行幹事

＊第７回クラブ協議会報告

・会員動向について：2014年１月24日現在数

正会員：55名 名誉会員：２名

・長野市内６RC 幹事会報告：来年の４月の新幹

線開通に合わせて､ 記念として長野市の東急前

の元噴水敷地跡に､ ６ロータリークラブでモニュ

メントを長野市に寄贈するという提案があった

ことを報告しましたが､ 具体的に進めることに

なりました｡ 一人当たり１万円で６ロータリー

クラブあわせて約320～30万円の予算で行うこ

ととなり､ 実行委員会が２月28日に開催される

ことになりましたのでご了解をいただきますよ

うお願いします｡ クラブからは､ 実行委員に選

ばれました伊東社会奉仕委員長と幹事とで出席

してまいります｡

・31日創立記念例会の前に第一回予定者会議開催｡

・２月ロータリーレート １ドル＝102円｡

ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を
ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES

２／７ 本日のプログラム

ゲ ス ト 卓 話 宮 岡 謙 介 さ ん



出席・ニコＢＯＸ報告 金澤哲也例会運営委員
１/24 (会員57名) 出席37名前々回修正出席率89.79％

ビジター 高野真弓さん (東京日本橋東RC)

高野さんのご希望でバナーの交換をしました｡

・瀧澤 聡さん☆今年から冬もトライアスロン大

会に参戦致します｡ 早速１月26日 (日) 氷上ト

ライアスロン大会に参加してまいります｡

・松本克幸さん☆２月16日に熊本城マラソンに出

場します｡ 久し振りに熊本へ帰省して楽しんで

きます｡

・合 計 6,500円 ・累 計 425,321円

お知らせ ロータリー財団の大口寄付者について

西クラブには大口寄付者の方が､ 山田友雄さん､

綿貫隆夫さん､ 今回なられました柄澤重登さんと

３名いらっしゃいます｡ ロータリー財団への寄付

合計が10,000ドル以上の方を大口寄付者 (メジャー

ドナー) と言います｡ 2600地区の55クラブ中､ 大

口寄付者は昨年12月末日現在､ 38名 (故人も含む)

で､ そのうち大口寄付者が最高の３名いるクラブ

は､ あづみ野・小諸・松本南・塩尻・長野西の５

クラブだけです｡ そして､ 北信第１グループでは､

当クラブだけとなります｡ 感謝申し上げます｡

会 員 卓 話 北 川 原 健 さ ん

｢歯科医からの警告ーインプラントにまつわる話｣

骨折等の際に使われ

るボルトや心臓ペース

メカーもインプラント

ですが､ ｢人工歯根｣

と呼ばれるものが今一

番話題になっている

｢歯科インプラント｣

なのです｡ ｢人工歯根｣

はその名の通り､ 失われた歯を取り戻したい､

｢夢よ､ もう一度・・｣ という発想から生まれた

もので､ 古くは古代ローマ人の人骨の中にもそれ

らしきものが発見されているそうです｡ しかし､

20年ほど前､ チタンによるインプラント素材が開

発されるまでは極めて予後の悪いものでした｡ そ

もそも､ あごの骨の中に ｢異物｣ を埋め込む訳で

すから､ 人体と親和性のよいものでなくては拒否

反応が起きます｡ 骨との一体化がきわめて難しい

のです｡ チタンを使うようになってその問題があ

る程度解決されて10年後生存率 (成功率) はあがっ

たといわれていますが､ この療法が“やたらめっ

たら”やられるようになってから､ 今度は様々な

トラブルが出てきました｡ そもそも､ 死亡事故が

あるような外科手術なのです｡ 全身状態､ 服用し

ている薬､ 骨の状態・・等によってインプラント

をしてはいけない､ あるいはできないケースも多々

あります｡ 成功のためには､ できるかできないか

を判断する歯科医師の診断能力と卓越した手術の

手技､ そして患者さんのメインテナンス能力が必

要です｡ どうしてもこれを使いたいこともあるの

ですが､ こんなことをしなくても ｢よく咬めるよ

うにできる｣ ケースは多々あり､ インプラントは

“乱用されている・・”と私は思うのです｡

例 会 案 内

２月14日 ゲスト卓話 大塚 晶文さん
(信濃グランセローズ監督)

２月21日 休 会

２月28日 ゲスト卓話 北村 優子さん

お知らせ　２月28日の例会場は、16 階ブーランジェです。当日混雑が予想されますので、お気をつけ下さい。



第1281回　2014年１月31日　創立記念例会第1281回　2014年１月31日　創立記念例会
於：ます栄　出席29名於：ます栄　出席29名

祝：創立記念夜間例会
　創立記念例会はクラブの誕生日例会。一同で祝います。
　1987年（昭和62年）西クラブはチャーターメンバー50名で創立されました。今日
在籍のチャーターメンバーは16名の皆さんです。初代会長は中山富太郎さん、初代
幹事は山口文男さん、副幹事は滝澤功さん、初代SAAは柄澤重登さんでした。会長
の方針は「明朗にして品位あるクラブを目指す」を掲げ、行動方針は「静かにゆく
ものは穏やかに行く。穏やかに行くものは遠くまでゆく」を掲げ、今日まで27年間

着実に歩んでまいりました。歴代の会長、幹事をはじめ素晴らしいロータリアンの皆さんの熱意の積み
重ねに敬意を表します。我々はロータリアンに成ることを自身で決めバッチを付ける選択をしました。
今夜は創設時代のことを振り返り、今日、明日のRCを語り、親睦を深めたいと思います。そしてRCの
活動は「自身の人生を豊かにしていくもの」と確信します。

Engage Rotary Change Lives Enjoy Rotary
創立年月日　　1987年（昭和62年）１月30日
RI加盟認証　　1987年（昭和62年）２月23日

西クラブのますますの繁栄を祈って　乾杯！西クラブのますますの繁栄を祈って　乾杯！

 
チャーターメンバー50名のうち在籍16名
中山富太郎さん　山田　友雄さん　倉崎　利雄さん　山口　文男さん　塩入　洋佑さん　竜野　晃一さん
柄澤　重登さん　綿貫　隆夫さん　小出　昭雄さん　山口　和彦さん　小林　健治さん　高橋　英司さん
北川原　健さん　飯田　弘巳さん　滝澤　　功さん　松本　克幸さん　（生年月日順）



中川博司ガバナーエレクトから地区委員会編成の依頼がありました

地区指名委員会　他２委員会 綿貫　隆夫さん

青少年育成プログラム危機管理委員会副委員長 高井新太郎さん

RLI委員会委員 飯田　弘己さん

R財団監査委員会委員 柄澤　重登さん

社会奉仕委員会委員長 伊東　義次さん

長野西ロータリークラブ　創立27周年を祝って乾杯！

報 告


