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2017～2018年度 テーマ ROTARY: MAKING A DIFFERENCE　̶ ロータリー：変化をもたらす ̶
2017～2018年度 R.I.会長 イアン Ｈ.Ｓ.ライズリー （豪州国ビクトリア州　SandringhamRC）

会　長：富永　雅弘　　　幹　事：坂元　　崇
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R.I.  D.2740  JAPAN
佐世保ロータリークラブ

Club of Sasebo

り組みや新会員へのサポートは大変評価さ
れています。実際他クラブでは、無理な増
強や入会後のサポート不足で3年未満の退
会者が問題となっているとの事でした。
　先日の2委員会合同の会員増強委員会で
は、何人かの新会員候補者について情報交
換を行いました。会員増強は委員会だけの
活動ではありませんし、単年度のみの活動
でもありません。今後とも佐世保ロータリ
ークラブとしての自負と自覚をもって会員
増強に努めてまいりますので、皆様のご協
力をよろしくお願いいたします。

〔第２回理事会報告〕
１．スリランカ洪水被災義援金
　　　�国際交流基金より会員一人あたり

1,000円拠出する
２．北部九州集中豪雨被災義援金
　　　�友愛基金より会員一人あたり1,000円

拠出する
３．�役員交代式並びに記念懇親会決算について
� 【承認】
４．�観月例会の予算及び実施内容について
　　　日時／10月4日㈬�18:30〜� 【承認】
　　　会場／富士国際ホテル
５．９月例会プログラムについて
　　　p.４に掲載
６．�平戸街道道しるべ看板の移転について
継続審議

　　　�撤去を前提として現地調査、費用の
見積りを行う

７．佐世保RC法被製作について
　　　�クラブ特別会計より費用を支出する

	 会長　富永　雅弘
　8月は「会員増強・新クラブ
結成推進月間」です。言うま
でもなく会員の増強はクラブ
の存続を左右する大変重要な
活動の一つです。
　近年、RIでは会員増強・拡大の方針とし
て、ロータリー活動のPR、或いは活動の見
える化を中心とした「公共イメージ」の強
化や例会開催回数の抑制などの会員負担の
軽減、入会に際しての会員資格の緩和など
で、より多くの人がロータリークラブへ入会
する事や、クラブの新設を後押しする施策
を進めています。
　一方この様な方針を、ロータリーの理念
である「職業奉仕を中心とした自己啓発と
社会貢献」からの後退であるとして、単な
るボランティア団体への転落に陥りかねな
いと危惧する意見もあるようです。
　ロータリーはその精神や理念が最大の魅
力であり、それを軽視しての増強や拡大は
ロータリーの弱体化に繋がると考えますが
如何でしょうか。
　佐世保ロータリークラブでは、会員増強・
職業分類委員会とロータリー情報・文献記録
委員会が窓口となって、会員候補者の情報
の収集、クラブ内での選考、入会前後のオ
リエンテーション・カウンセリング等の活動
を行っています。市内8ロータリークラブで
の会長幹事会でも、この様な会員増強の取
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６．地区米山奨学委員長	 大家　和義さん
　�米山記念奨学生の“出前卓話”ご利用の
お願い
　　9月20日〜11月末日の実施予定
　　申込書締め切り日　8月18日㈮

７．地区青少年奉仕統括委員長	 奥村　豊さん
　青少年奉仕統括セミナーのご案内
　　日時／2017年9月10日㈰
　　　　　12:30�受付開始　13:00�開会
　　会場／有田ポーセリンパーク
　　　　�（西松浦郡有田町戸矢乙340-28）
　　クラブ出席者／�クラブ青少年奉仕担当

理事（委員長）
　　締め切り日／8月18日㈮

８．第2740地区2017-18年度ガバナー事務所
　2740地区ホームページ更新のお知らせ

９．佐世保市心身障がい児（者）育成協議会
	 会長　土井　庸正	様
　平成29年度育成協議会会員募集のお願い
　　一口��100円

10．佐世保学園	 園長　加藤　喜久	様
　�第67回社会を明るくする運動意見発表会
ご参加のお礼

会員増強委員会	 委員長　納所　佳民
　7月27日㈭�18:30より、「馨」
にて会員増強･職業分類、ロー
タリー情報･文献記録の合同、
初顔合わせの委員会を行いま
した。富永会長をはじめ、合
計11名のご参加を頂きました。活発な意見
も出て、有意義な委員会となりました。ご
多忙の中、出席頂き有り難うございました。
また、8月は会員増強月間となっておりま
す。皆様からの新会員候補の情報をお待ち
しております。ご協力の程、宜しくお願い
致します。

○国歌「君が代」
○ロータリーソング「R-O-T-A-R-Y」

	 幹事　坂元　　崇
１．国際ロータリー	会員･クラブ管理担当部
　	　	ロータリークラブ･セントラル･プロダクトオーナー
	 　ジョー･ロスさん
　�一新されたロータリークラブ･セントラル
が利用可能とのお知らせ

２．地区ガバナー	 駒井　英基さん
　訃報：2005-2006年度RI2740地区ガバナー�
　　　　本城　好春�様（唐津RC）
　　　　7月28日ご逝去
　　通　夜／7月29日㈯　19:00より
　　告別式／7月30日㈰　13:00より
　　式　場／ひらの山本会館（唐津市）
　　喪　主／本城　史郎�様
　　　　　　（ご子息�唐津RC会員）

３．公益財団法人ロータリー米山記念奨学会
　　50周年記念式典担当
	 志村さん、峯さん、武本さん
　財団設立50周年記念式典のご案内
　　日時／2018年2月4日㈰
　　　　　受付開始9:30〜　開場10:00〜
　　　　　第１部�フォーラム�10:30〜12:15
　　　　　第２部�祝賀会�12:30〜14:30
　　会場／グランドニッコー東京�台場
　　登録料／ロータリー会員�10,000円

４．国際ロータリー日本事務局　財団室
　�2017-18年度�財団室にて作成「寄付･認証�
ロータリークラブの手引き」のお知らせ
　　ダウンロードはこちら
　　https://goo.gl/7LTNWP

５．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2017年8月のロータリーレートは、
　1ドル＝111円です。

委員会報告

幹 事 報 告

例 会 記 録
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	 朗遊会幹事　大久保利博
　2017〜2018年度の第1回目
朗遊会を下記の通り開催致し
ます。皆様こぞってのご参加
よろしくお願い致します。
　日程／平成29年8月26日㈯
　集合時間／12時30分
　スタート時間／イン、アウト
　　　　　　　　各スタート時間�12時45分
　場所／佐世保カントリー倶楽部�石盛岳コース
　　　　TEL�0956-49-5654
　参加費／2,000円

	 親睦活動委員会　黒江　章雄
富永　雅弘会長、坂元　　崇幹事
池田　真秀副幹事、山縣　義道さん
納所　佳民さん、古賀　　巖さん
芹野　隆英さん、円田　浩司さん
大久保利博さん、増本　一也さん
梅村　良輔さん、廣瀬　章博さん
平尾　幸一さん、松尾　　貴さん
吉澤　俊介さん、橘髙　克和さん
坂本　　敏さん、長浜　陽介さん
山下　尚登さん、西田　勝彦さん
川口　博樹さん
　中川知之さんの卓話に期待してニコニコ
します。

岡　　英樹さん
　永年会員表彰（39年）ありがとうございま
した。

溝口　尚則さん
　結婚記念月のお祝いを頂きました。あり
がとうございました。

『口腔外科とインプラントに
ついて』

　会員　中川　知之さん
　（なかがわ歯科医院  理事長）

○プロフィール
　佐世保北高卒、九州大学歯学部卒。九州大
学第二口腔外科入局。勤務医を経て1999年、
佐世保市白南風町に、なかがわ歯科を開業。

　口腔外科で扱う疾患は、大学病院等では
以下の疾患があります。
１．�口腔領域の先天性の疾患（口唇口蓋裂
等）、後天性の顎変形症、顎矯正などの
形成手術が必要な疾患

２．�口腔領域の智歯周囲炎、顎骨骨髄炎、
歯性上顎洞炎、口底蜂窩織炎等の炎症

３．�口腔領域（唾液腺、歯肉、舌、顎骨等）
の腫瘍性（嚢胞も含む）疾患

４．�外傷（顎骨骨折、歯牙の脱臼、口唇の裂
傷等）

５．�三叉神経痛、顔面神経麻痺等の神経性
疾患

６．顎関節症等の顎関節疾患

　対して、一般開業医で主に扱う口腔外科
処置は以下の処置になります。
１．炎症を起こして保存不可能な歯牙の抜歯
２．膿瘍の切開
３．歯根端切除
４．嚢胞の摘出
５．�外傷の処置（歯槽骨骨折、歯牙の脱臼、
口唇裂傷の縫合）

６．歯槽骨の整形、舌小帯の整形
７．歯周外科
８．歯牙移植
９．インプラント
10．顎関節症の治療

ニコニコボックス

ニコニコボックス� 本日合計� 　23,000 円

� 累　　計� 212,000 円

◇

卓　　話朗遊会より
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インプラントについて他の補綴処置との違い
〔インプラント〕
　長所：�第三の永久歯として、審美性、咬

合力は天然歯に劣らない。処置の
際、欠損部位だけの外科処置等で
行う。周りの歯を巻き込まない。

　短所：�外科処置が必要、費用が高額、期
間もかかる。

〔ブリッジ〕
　長所：�部分床義歯みたいに取り外しでは

なく、固定式。審美性、咬合力も
天然歯に順ずる。早い、印象（型を
取る）すると次回には出来上がって
いる。保険でする場合は安価。

　短所：�欠損部位の前後にしっかりした歯
牙がないとできない。歯の神経を
取らないと出来ないこともある。
前後の歯が健全でも削る必要あり。

〔義歯〕
　長所：�前後の歯を大きく削る必要なし。

早い、安価。
　短所：�審美性、咬合力共に劣る。取り外

しのため、食後に外して洗う必要
あり。

インプラントする時、歯科医を選ぶポイント
◦�まずCM、宣伝をバンバンしている所は避
ける。てっとり早くお金になることしか
しない。全額前払いさせ倒産、閉鎖する
場合あり。
◦�基本的に口コミ、または歯科医が勧める
所。全顎の状況説明、予後の見通し、口
腔内の環境改善をしっかり、指導処置し
てくれる所。
� 以上

クラブ会報委員会 委 員 長　筒井　和彦　　 委　員　田中　信孝 ・ 中川　知之 ・ 西田　勝彦
副委員長　德川　晃尚　　 　　　　木下　貴夫 ・ 中嶋　　徹 ・ 川添　秀則

（今週の担当：西田　勝彦）
（カメラ担当：木下　貴夫）

＊8〜9月  例会卓話者予定＊

８月16日� 指定休会日

８月23日� 佐世保市副市長� 山口　智久�様

８月30日� English�Academy�Cultivate代表
� � 中尾　李沙�様

９月６日� 佐世保市役所　まち整備課
� � 課長　坂本　直之�様

９月13日� 長崎国際大学RAC
� � 会長　瀧口　　瞭さん

９月20日� 佐世保市消防団
� � 団長　杉田　正登�様

９月27日� 佐世保RC会員� 長浜　陽介さん

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊
日時／8月15日㈫（夏休みの為）休会

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊

日時／8月�4�日㈭　三ヶ町夏祭りボランティア
　　　8月10日㈭　ボウリング例会〔延期〕
　　　8月24日㈭�（夏休みの為）休会
＊�西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊�RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。


