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
２０１８～２０１９年度

増強から広げる

２０1８．１１．０７ 第１２９０回例会

◎司会
◎開会点鐘

ＳＡＡ・親睦委員 大松 誠二
会長 三田みよ子

◎国歌「君が代」斉唱
ロータリーソング「我等の生業」
ソングリーダー 吉沢 洋景
◎「四つのテスト」唱和
ＳＡＡ・親睦委員 大松 誠二
◎お客様紹介

会長 三田 みよ子

本日お客様はございません
◎会務報告
会長 三田 みよ子
次年度役員・理事候補の指名が指名委員会より答申され
ました。後ほど萩生田委員長より発表があります。
◎幹事報告
幹事 菊池
敏
・配布資料：ロータリーの友１１月号
国際大会パンフレット
グァム地区大会資料
奉仕プロジェクト参加出欠予定表及び
役割分担票（出席者のみに配布）
・回覧
：ガバナー月信１１月号
バギオだより
東京友愛ロータリークラブ
「平和フォーラム」開催案内
多摩市障がい者美術作品展協賛の礼状
・他クラブ例会変更は事務局に問い合わせください。
◎次年度役員･理事候補指名
指名委員会委員長 萩生田政由
会長エレクト候補 峯岸
忠 会員
副会長候補
小坂 一郎 会員
幹事候補
田崎 博実 会員
会計候補
林田 敏誠 会員
ＳＡＡ候補
初野 有人 会員
理事候補
遠藤 二郎 会員
以上指名します。

No.２９－１４ ２０１８．１１．２８発行

【 委員会報告 】
◎多摩消防少年団との共同社会奉仕プロジェクト
について
実行委員長 遠藤 二郎
＊実施日時：１１月１８日（日）９：００
京王プラザホテル多摩前集合･出発
＊実施場所：東京消防庁第九
方面本部南多摩総合防災施設
の見学および永山駅前広場の
清掃作業
＊プロジェクトの目的:最先
端の防災施設を見学して、防
災に関する知識、技術を身に
つけ、地域の防災リーダーを
育成すること。地元駅前広場の清掃活動の実施は地域
との連帯感、郷土愛を育むことを期待。
＊参加者：少年団員 28 名・父兄 18 名（消防担当者含む）
多摩グリーンＲＣ会員 18 名：計 64 名
＊その他
・ＲＣ会員の移動は消防庁差回しのマイクロバス。
・会場到着後、消防庁広報による集合写真撮影。
・午後の予定は永山駅前広場の清掃活動の指導・安全
管理（雨天中止）
・ＲＣ会員は多摩グリーンＲＣのタスキをかける。
・昼食は弁当を手配済み。
・１５：００永山駅前解散。
◎ＳＡＡ・親睦委員会炉辺会合の日程変更

例会場 京王プラザホテル多摩 例会日 水曜日 12：30～ 月最終例会 18：30～
事務局 〒２０６－００３３ 多摩市落合 1-43
京王プラザホテル多摩５６１号
TEL 042-372-6463 FAX 042-372-6491 E メール tamagrc@tamagrc.join-us.jp

委員長 杉山 真一
１１月１４日（水）と
発表しておりましたが、
その日は１８日（日）に
移動例会となりました
ので、２８日夜例会前に
変更します。

会長 三田みよ子 幹事 菊池 敏
会報・記録委員長 小泉 博
副委員長 守田 亨 委員 関岡俊二 遠藤二郎 瀬戸 武 宮本 誠
森本由美 田﨑博実
HP： http://www.tamagrc.join-us.jp/

◎出席報告

出席奨励委員会 萩生田政由

会員総数
出席義務免除者
出席者数 出席義務者
出席免除者
計

★足立潤三郎会員から一言

28 名
7名
10 名
7名
17 名

第１回マルチプルポールハリ
スというのはポールハリス２回
目ということで、累計２千ドル
寄付ということです。皆さんガ
ンバリましょうね。

出席率
17/28
= ６０.７１％
第 1288 回(10/17) 訂正出席率 ８０.７７％

◎卓話 会員卓話
初野 有人 会員

◎ニコニコＢＯＸ

ＳＡＡ・親睦委員 福岡

均

三田みよ子 初野さん卓話楽しみです。
１８日奉仕プロジェクト、風邪ひかない
ように気を付けて参加しましょう。
菊池
敏 次々年度会長の決定を祝して！
初野先生卓話楽しみです。
峯岸
忠 第３５回全国菊花大会に於いて文部
科学大臣賞を受賞出来ました（全国
第２位です）これからも菊作り日本１位
目指して頑張ります。
※おめでとうございます‼会場から拍手喝采でした！
萩生田政由 この度 指名委員会に対して皆様の
ご尽力を頂き、心より感謝申し上げます。
入沢 修自 ここしばらく大変でしたが様々なアド
バイスに救われました。
伊澤ケイ子 アメリカの中間選挙どうなりますか？
大松 誠二 天気が不安定で身体に気を付けよう。
足立潤三郎 アメリカ中間選挙 トランプ大統領の
審判はどうなるんでしょうか？
澄川
昇 お久しぶりです 初野さん卓話楽しみ
にしています。
遠藤 二郎 峯岸さん菊花コンクール日本第２位
受賞オメデトウ。
福岡
均 今日はアメリカ中間選挙ですね。
トランプ大統領、率いる共和党が勝つ
のかな？
本日の合計￥３０，０００（累計￥２８９，２２３ ）

◎会員表彰

昨日急遽、卓話のお鉢が廻って
来まして・・、さて何を話しま
しょうか？歯医者ですから、ま
あ歯の話として、赤ちゃんの歯
について？それともインプラ
ントの話？皆さん齢ですから
インプラントにしましょうね。
歯が抜けて無い部分の治療としては、入れ歯・ブリッ
ジ・インプラントがあります。入れ歯は皆さんご存知
の通り・・。
ブリッジというのは名前の通り歯の無い部分の両側の
歯を橋桁にして金属の橋をかける方法です。
インプラントというのは歯のない部分の顎の骨に歯
を植える方法です。そんなに無理しなくても何とか噛
めるからもういいやと抛っておくと、どうなると思い
ますか？そうです、歯のない部分に隣の歯が倒れこん
できて隙間が無くなってきます。歯というのはお互い
支え合っているので頼りの歯がなくなると倒れちゃ
うのです。それでインプラントですが、皆さん、丈夫
な家を建てるには何が大切でしょう？そう、基礎です
よね。
インプラントでも先ず顎の骨にチタン製の基礎を埋
め込みます。骨から歯茎までの高さの基礎を植えて、
その上にセラミックの歯を被せるのです。
いろいろな種類のセラミックがあります。この部分は
取り替えることが出来ます。
手術は大変か？痛いか、ですって？麻酔をかけますか
らね、そう大したことはありませんが、一応手術です
からね。骨に基礎を埋め込むには歯茎をパックリと骨
のところまでひっくり返します。
・・・痛そう！！？？
次の機会にはブリッジのことなども話しましょう。

会長 三田みよ子
パワーポイントなど使って大変分かり易く、歯切れの
好い話でした。

第４回マルチプル米山功労者

関岡 俊二会員

第１回マルチプルポールハリスフェロー
足立潤三郎会員
第２回
〃
峯岸
忠会員
第３回
〃
関岡 俊二会員

◎お礼と閉会点鐘

会長 三田 みよ子
（今週の担当 宮本

誠）

