
CLUBOFNA(

WEEKLY

五』ご･怜
池岐凹

NAGOYA-CHIKUSATHEROTARY

||’ 名古屋千種ロータリークラブ

承認 1982年8月24日，
例会日 火曜日

例会場 愛知厚生年皇皇窒
事務局 TEL763-5110FAX763-5121

会長 大口弘和
幹事 谷口 優

会報･雑誌委員長山本英次
題字黒野清宇11■』■

可Ⅱ■誼 44

慈愛の種を播きましょう SowtheSeedsofLove
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6RC合同例会
（東・和合・名東・昭和・東山・千種）

於：ウェスティンナゴヤキャッスル

リーが大切にしているものは目に見える金銭や品物で

はなく、人との触れ合いにより生まれる友愛の心や思

いやり、これらをより平和で幸せな人類の社会生活の

ために捧げようとする熱意や努力にあり、それは直接

目に見えない物だからです。人顛は地球上に壮大な社

会を築き上げましたが、人類にとって必要不可欠なエ

ネルギー源は人との触れ合いの中にあるとロータリー

は教えているのです。妓後に元RI会長ロビンス氏の

言葉を紹介しています。 「金品を社会に寄蛎し奉仕す

るのはロータリーの本義ではない。奉仕する人を育成

して社会に寄贈するのがロータリーである｡」

天童RCの野川幸吉さんは平成12年10月号で「ロー

タリーの未来を憂う」と題しロータリーは一世紀を迎

えずに衰退し年間一万人もの会員が退会している。安

易な会員増強・クラブ拡大やルールの無視、寄付の強

制などが原因であろう。と述べて誌_上に掲救された意

見を紹介している。 「脚本のロータリーはRIに飲み

込まれないように自主性を望む。また寄付に感謝され

るよりも社会に奉仕するロータリーとして信頼される

ことを望む」 「規定審議会という用語を知っている人

は10%くらいに過ぎなかった、 これは知らない間に

ルールがどんどん変わっていくことを示し危恨の念に

堪えない」など。峨後にロータリアンとしての自覚を

持ってもらい少しでも衰退を食い止めたい。と終えて

いる。

お-:人とも切り'二lは違うがロータリーをこよなく愛

していることは間述いのないところです。皆さんはど

の様に考えられますでしょうか。
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｜谷口幹事報告’
1 ．本日例会終了後、理事役員会を開催致しますので

理事役員の方は2階オーキッドルームにお集まり下

さい。

2．次回例会は6RC合同例会でウェスティンナゴヤ

キャッスルにて開催致しますので、お間違いのない

ようご出席下さい。

3． ロータリーの友'1月号とガバナー月信が来ており

ますので、お持ち帰り下さい。

一

｜大口会長挨拶｜
ロータリーを考える

東RCより水野さん、瑞穂RCより小林さん、よう

こそ。ごゆっくりお過ごし下さい。本日は4月の雑誌

月間に因み「ロータリーの友」に掲戦されたものを通

してロータリーを考えたいと思います。

長I崎南RC福井順さんは平成13年11月号で「ロータ

リーとは－．体何ですか？」と問い掛けて次のように述

べております。ロータリーを理解しやすく、その‘存在

価値を-一般の方に納得できるように説Iﾘ1するのは、な

かなか困難なことのように思われる。それはローダ

囮3分スピーチ 1 11zIK(英)雑誌・会報委員長

先日、雑誌委員長にIロータリーの友』アンケート

があり「毎月-1ml例会で友の紹介をしている」と|回I答

しましたが、 こうして皆さんに内容をご紹介するよう

になると自然と[|を通す11も多くなります。皆さんも

話題の'li!i#M源としてロータリーの友を活州されると面

白く読めると思います。 さて4月号では15ページ川崎

RC職野さんの'地熱発噛”という投柵記覗が目を引

きました。現在、原子力や喋境汚染の問題がli'l.ばれて

いる｢'1で風ﾉjや淵lﾉJ発寵が茄々クローズアップされ期

待されるのではないでしょうか。
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輪69本年度会長テーマ EXPO開催まであと 717日 本紙はiﾘ化紙を使川しております．



をもつことで、朱子学の中の「身体髪膚、あえてこれ

を殴傷せず」を自分自身の良識として常に柔軟な姿勢

で毎I Iの臨床に取り組めている様に思います。

ここで‘‘耳よりな話”をひとつ。唐突ではあります

が、側におられる方の耳の穴を硯いて見ましょう。耳

垢がたまっている方は、将来ボケる可能性が高いので

す。どうしてか？ ここで人差し指を耳の穴に入れ、

顎を動かしてみて下さい。指先で、顎の関節の動きを

感じとれるはずです。即ち、よく噛むことで、耳垢が

自然に剥がれ落ちているのです。最近、よくl噛むこと

はボケの予防になるといわれています。

噛むことが少ない→耳垢が溜まりやすい→ボケる可

能性が高い、という図式が成り立つわけですが、少々

屑|唯な話にも思われます。

ところで、どうして噛むこととボケが関係するので

しょう？ この理由を二つ紹介します。

まずその・、 IItlil爵ポンプとしての働きです。これは

顎の1111りの筋肉を動かすことが、血液のポンプ作用と

して働き、頭の血の巡りをよくするというものです。

脳は硬い頭叢骨に囲まれている為、血液が多く入るこ

とができず、顎を動かすことが脳に新しい1m液を流し

込む事となり、脳を活性化させるのです。

次にその-基は、米の脳外科医のペンフィールドによる

感覚野と体の各部分との対応です。これによると食べる

ことに関する部分の、脳に占める割い合いは非常に人き

く､噛むことは､これらを活性化させる働きがあるのです。

食べることは、人間の五感を使うことであり、家族

との語らいながらの食事による聴覚部の刺激で、知力

の鵬である大脳の前蚊葉も活性化され、大脳をフルに

使うことに他なりません。

さて、貴方の耳には耳垢が溜っていましたか？
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囹卓話

"記憶より記録一患者さんとのかかわりの中で一”

会興竹|ﾉﾘ 克盟召

|､函繍琴一
平成15年2月に大｢l会長の御紹介により入会させて

頂きました。現在テレビ塔東隣りで鯛科医院を開設い

たしております。本| ｜この様な場で諸先誰を前にお話

をしなければならないというi1$で大変緊張しており、

普段人前で話す機会がありませんので、やはり仕郡の

話をさせて噸きます。

歯科医院を開設して10年、全くゼロからのスタート

でしたが、忠脅さんとの'1|わりの''1で“かかりつけ附

科灰，，の姿がおぼろげながら兄えてきた様に思えます。

"記‘臆より記録”と“忠肯さんのライフステージ'’を

KeyWordとして| l"||臨床に取り細んでいます。 、膳い

にも大学での非備勤榊師、 i'iV I:rl'の校|災、 ル〔区の介撤

需査員などをさせてⅨいている|AI係からか？ ｜llIiI広い

年齢＃#に接する機会を得ることができています。

私達、伽科恢の診旅行為の足非は後に|ﾘlらかになる

と考え、 “記録”を採ることを大切にしています。そ

の時気がつかなかったことを後で知づかせてくれるこ

ともあります。また、人ﾉ|そを仙gi: l. 、発育191、成熟期、

向老期、衰退期の4ステージに分けて治旅方針を決め

る様に心掛けています。各年齢ﾙﾘに応じた治旅の上噂唯

を…逗玲､こ…こ…麻雀会成績 ：>'…，…:…や￥
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囹ニコボックスは次回掲載と致します。

囮次回例会（4月15日）榊油“愛・地球|#の魅ﾉ]”
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愛知県I1;ll"|聯推進局局長山巾恒と氏（紹介村芯）
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