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圏出席報告

会貝 70(67)名 出席 49名

出席率73.13%

前々回 9月7日 （修正出席率) 100%

圏ビジター紹介 2名

圏10月会員誕生日

加藤(菫)君(10/l) 、水野(賀)君(10/5) 、柵木君

(10/10)、佐野君(10/19)、中井君(l0/25)、神崎さん

(10/25)

和田正敏君副会長さん、ありがとう。

山本英次君信州へ行って来ました｡名古屋は暑い。

足立一成君、林哲央君、伊原正躬君、池田隆

君、池森由幸君、伊豫田博明君、神崎住恵さん、

河村政孝君、菊池昭元君、小林明君、小山雅

弘君、黒須アイ子さん、牧野登志子さん、柵木充明

君、松居敬二君、宮尾紘司君、三好親君、水野

民也君、水野賀續君、水谷祥督君、本山孝君、

中井常雄君、西川豊長君、西野英樹君、大口

弘和君、鷺谷龍男君、鈴木正男君、田部井良和君、

竹内眞三君、魚津常義君、山田毒勝君、吉田

節美君、吉田玄君明日は｢敬老の日｣です。

｜田部井幹事報告’
l .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階橘の間にお集まり下さい。

2．次回例会は名東RC合同にて、ガバナー公式訪問

を12時30分より国際ホテルで開催致しますので夜間

の例会はございません。又、当日はホテル駐車場が

満車になる事がありますので、交通機関をご利用項

きますようお願い致します。

’二コボックス
名古屋東RC西川一男君例会にお邪魔致しまし

た。

秋山茂則君 9月23日は秋分の日です。昔は秋季降

霊祭と云いました。先祖を大切にしましょう。老人も

大切に！

萩原喜代子さんエレガントブーケ主催の「FLOR

ATICWEEK ､99｣を無事終えることが出来ました。

感謝致します。

山本眞輔君麻雀会で優勝しました。

吉田節美君中井さん、先日のゴルフ優勝祝賀会、

おめでとうございました．

伊原正躬君、池森由幸君本日の卓話、お耳を汚

します｡

足立一成君、池田隆君、加藤大豐君、菊池昭

元君、小林明君、小山雅弘君、黒須アイ子さん、

松島孝彰君、三輪康君、宮尾紘司君、水野民

也君、水谷祥督君、西川豊長君、大谷和雄君、

尾関武弘君、鷺谷龍男君、佐久間良治君、鈴木

理之君、舎人経昭君、魚津常義君、鷲野義明君、

吉田玄君台湾の地震に、お見舞い申し上げます。

神崎住恵さん、中井常雄君、佐野寛君誕生日

祝い。

本山孝君、和田正敏君夫人誕生日祝い。

伊豫田博明君、鈴木正男君、竹内眞三君、谷口

優君結婚記念日祝い。

田部井良和君おかげ様で忘れずにすみます。結婚記

念日祝い。

水野賀續君誕生日祝い。結婚記念日祝い。

成田良治君夫人誕生日祝い。結婚記念日祝い。

久保田皓君台湾の地震に､お見舞い申し上げます。

夫人誕生日祝い。結婚記念日祝い。

(9/14分）

秋山茂則君 15日は敬老の日。そう云えば先日7回

目の敬老パス配布がありました。

小坂井盛雄君本日卓話をさせて1頁きます。

佐久間良治君中|玉l昆明へ花博に行ってきました。

鈴木理之君松居君、先日はありがとう。初めて孫

娘から敬老祝花を貰いました。

舎人経昭君早退します。

へ

和田会長挨拶
「InformedconSent｣についてウイークリーNo.4

に記戦した。アメリカ流のインフオームド・コンセン

トを原則的にわが国に定着させようとしても無理であ

ろう。わか国では、病気が重い時などには特に、医師

は患者に病状や病名を告げるよりもまず家族に告げる

事が多い。

インフォームド・コンセントの利点は、医師の説明

を受けた患者が理解し納得して自発的に受けたいと希

望する医療を信頼する医者から受けられるような医

師一患者の人間関係を築くことであるから、権利一義

務の対立関係からではなく、わが国の風土にﾖll染むよ

うに、医師は患者や家族に分かるように説明して意思

の疎通をよくしたうえで、患者の気持ちや希望をよく

理解して親切に診察し、慰者や家族が安心して医療を

任せられるような人間関係を作ることが何より大切で

あろう。

現時点の日本では、告知(特に告知が死の宣告と取

られやすい(癌)など)には慎重を要する。患者に嘘を

ついてはいけないが、歯に衣を着せずに露骨に言うの

もよくない。患者の生きる望みを絶つようなことを言

うべきではなく、 また止めを刺すような表現は好まし

くない。医師に言われたことを患者が理解し受け止め

るには時間がかかる。それゆえ、一度に多くを言わず

に、機会があるごとに少しずつ告知をする。がんなど

の場合には、初診で告知することはありえず、診察し

検査をするたびに説明して、徐々に情報を積み上げて

いけば、患者は、医師に丁寧に説明されているという

安心感と信頼感をもって医師の説明を受け入れていく

に違いない。告知して患者が精神的ショックを受ける

のに、共感をもって精神的に支える準備が不可欠であ

る。
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ちのはずです。そして調和のとれた文化豊かな社会を

築くこと、江戸の社会に｢古きをたずね、新しきを知

る｣、本年度、当クラブ会長テーマ｢温故知新｣の必要

性があらためて認識されます。

回卓話

“私の想像する高齢社会”

会員 伊原正躬召

"TheSmi le"

会員池森由幸君

、

ゴ

今、わが国ではものすごいスピードで高齢化が進ん

でいます。今月発表された長寿番付によりますと100

才を超える高齢者が11.346人と言うことです。 1 1本人

の平均寿命は、男性77才、女性8′1才で世界のトップク

ラスにあります。反面、少子化も深刻で、未婚率の上

昇、晩婚化による出産年齢の遅れ等により一人の女性

が生涯に産む子供の数は1.38と史上最低を記録してい

ます。このままいきますと21世紀のわが国では、 65才

以上人口の占める比率が2015年で25%、 2050年で32%

と予測され、働く若者が2人ないし3人で1人の高齢

者を支えなければならなくなります。それでは若い世

代が負担に耐えきれなくなり、いずれ反乱を起こすこ

とになるでしょう。

他方、 これからの高齢者は8割以上が元気老人で、

経済の高成長期に働いてきた為かなり資産と所得があ

ります。今後のわがI型1経済には今までのようなI高成長

は望めません。そうした中で膨大な高齢者グループが

若い世代と仲良くやっていくには、生きるうえでの発

想の転換が求められます。高齢者の定義を見直し、自

分がより豊かになるため働くのでなく、働きつづける

こと自体に喜びを見出す、それには明治以来の発展・

成長神話から転換することでしょう。ある意味でロー

タリー精神に沿った生きかたが必要となります。この

転換をするには個人レベルの努力だけでは限界があ

り、社会の仕組みを見直すことが求められます。

そこで歴史をさかのぼりますと、江戸時代のことが

参考となります。江戸時代は鎖国と封建制度の暗い社

会と思われがちですが、実|際は思いのほか経済的平等

と社会的自由があったようです。300年の泰平が続き

R本文化が花開いた民度の高い社会と言われます。し

かし、人々の平均寿命が短くその意味で高齢社会であ

り、人々は活動余命ギリギリまで働きました。都市で

も農村でも高齢者に子供の養育や家事などで果たす役

割が期待されていました。 さらに、生前の家督相続が

あり、高齢者は若いときに得たものに執着をしなかっ

たのです。経済も人口も平坦に推移する高齢社会、江

戸時代は近未来の日本社会によく似ています。正確に

は申せませんが、江戸の社会には若い世代を含め元気

な高齢者に社会の中で活動してもらう仕組みがあった

又は暗黙の合意が成り立っていたのではないでしょう

か。そこで必要なことは今まで私たちが追求してきた

効率姓や競争でなく、おそらく寛容と譲り合いの気持

今年7月に当千種ロータリークラブに入会させて頂

き、 9月には早速卓話の順番が回って参りました。

入会以来、機会あるごとに顔を覚えて頂くためにも自

己紹介をさせて頂いておりますので、今日も簡単に申

し上げます。

さて、卓話のご指示を頂戴してからこのかた、どの

ようなお話をさせて頂ければよいのやら大分悩みまし

た。本日が第820回例会でもありますし、職業が歯科

医師である以上、職業奉仕の一端として日本歯科医師

会が提唱しております｢8020運動｣(80才でも自分の歯

が20本以上あるように)の話題でもと思いました。し

かし、この会には専門分野こそ違え、同業の大先哉が

すでにお三方もおみえですので、 これもどうかと迷っ

ておりました。

ちょうどそのころに、創立17周年記念例会で和田会

長ご自身が最初の卓話の時の話として、そのタイトル

をTheHeartとされた経緯をお話されておられまし

た。TheHeart それは、 「専門分野である心臓｣で

あり、 「心を持った医師｣として奉仕の精神にかなう地

域のホームドクターたれ、 とのご本人曰く、 ういうい

しい青年医師の意気込みが伝わる良いお話であった

と、医療人の端くれとして感心して拝聴させて頂きま

したので、今回はそのコピーライ|､を拝借させて頂き

ました。

TheSmileとはもちろん｢微笑み｣と言う意味であ

ります。人が微笑む時は少なからず幸せな気持ちにな

った時ではないでしょうか？私が専門職としており

ます矯正歯科は、俗に歯並びを治す、美容形成と混同

されて評されることもあります。本会には美容形成に

携わってらっしやる先生はお見えでないと思います

が、わが国では、 ‐部の派手な美容形成外科の評判に

隠れてしまって、容貌に関わる精神衛生上・診療内科

的な深刻な問題が正当に評価されにくい環境にあるの

は関係者の周知するところであります。

さて、矯正歯科治療の目的は、口腔の機能を高め、

自分の歯で生涯食事ができるような環境を再建するこ

とであります。

機能を高めるためには、必然的に形態を整える必要が

一

一
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あり、結果として審美的にもより良く感じられるよう

になります。

難しいことはさておき、簡単に代表的な症例をご覧

に入れます。

ちなみに今からご覧頂くスライドについて少々ご説明

申し上げますと私どもでは、矯正歯科治療が終了した

時点で治療の経過・治療の評価また、今後の問題点等

を患者様ご本人とご家族に説明させて頂く機会を設け

ておりますが、その時に学会等、専門分野での症例報

告や公の場所での啓蒙活動の場で、治療に関わる資料

として使わせて頂く同意を快く頂いている患者様のも

のであります。

ゴルフ会長杯取り切り戦優勝祝賀会…･…．：

於：松楓閣 9/14 (火） §

罫~二;彦迩 I伊璽=、 齢| ;

〃●o●●●●｡
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； 前年度会長杯優勝取り切り戦が、 7月22日（木） ；

i セントクリークにて開催。見事11中井君が優勝の’
1栄誉を手にされ、前年度会長の吉田(節)君から記！

i念品が手渡されました。＜スライドにて＞

叢生（八重歯・乱杙歯)、上顎前突（出っ歯)、下顎

前突、開咬、唇顎口蓋裂症を供覧。 rローターアクトｸﾗﾌよりお知らせ－、
・10月第1例会

日時 10月5日(火） 点鐘19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ 「PR紙作成」

担当 企画広報委員会

・10月第2例会

日時 10月19日(火） 点鐘19:00

場所 名古屋ガーデンパレス

テーマ 「史」

担当 国際奉仕委員会

～その他の行事～

日時 10月2日(土)～3日（日）

、場所 若狭･美浜原子力発電所 ノ

さて、 このように臨床に携わって20年経ちました。

その間に多くの患者様の矯正歯科治療をお手伝いさせ

て頂きましたので、多くのSmileにも恵まれました。

また、逆にそれらの患者様に対して、臨床のお手伝い

ができた感謝の気持ちも自然に生まれてきました。

これこそ、ロータリー精神の奉仕の考え方と同じでは

ないかと思います。

しかし、一方で、実は別に深刻な心の悩みをお持ち

になっていらっしゃるのに、そのぶつけ先として、も

しくは故意に自分で関心事をすり替えるがために矯正

歯科治療を受診されていた方にも幾たびか遭遇しまし

た。若かったころにはその事に気がつきませんでした

が、厄年も過ぎるようになると、医療人として人と関

わる時の難しさが、自分の専門分野だけでは到底対処

できない、 もっと根本的な善良な人としての心づもり

がとても大切であることがおぼろげながら分かって参

りました。

いろいろな方面でご活躍の皆様方と巡り合える機会

を与えて頂きました幸運に感謝申し上げます。

今後とも宜しくお願い申し上げます。

へ

例会変更のお知らせ

名古屋中RC 10/4(月)､創立30周年記念例会の為

名古屋昭和RC lO/4(月）､IDMの為、 10/5(火)八勝

館にて

名古屋空港RC 10/4(月)､創立25周年記念式典の為

名古屋瑞穂RC 10/7(木)､秋の家族会の為､10/3(日）

豊山城北RC lO/12(火)､㈱ノリタケカンパニーリミ

テッドにて職場例会の為

名古屋和合RC 10/13(水)、佐川急使にて職場例会

名古屋大須RC 10/14(木)､4RC合同例会の為､10/12

（火）観光ホテルにて

名古屋瑞穂RC 10/14(木)､職場例会の為

へ

囹9月度理事役員会議題(9/21)

1．新入会員候補者の件

2. 1､ルコ地震大災害義援金の判

3. RAC予算・補助金の件

4．姉妹提携の件

5．出席免除・退会の件

囹次回例会(10月5日）

卓話“トルコの地震災害の見舞いに行って”

会員加藤重雄君

“百貨店の課題と今後の方向性”

会員小林俊幸君
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