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第480回例会平成4年5月26日（火） 晴

◇“我等の生業，，

◇出席報告
会員68(65)名 出席 45名

出席率6923％

前回 5月191] (修正出席率)96. 92%

◇ビジター紹介 5名

◇お誕生日祝福

石I}l"(527)、浅井君(6/ l)、黒須君(61)

◇ニコボックス

名古屋昭和RC特別代表水谷守一君

名古屋昭和RCの設立の際には色々お世話に

なりました。又、チャーターナイト御出席

につき格別の御配臘をお願いします。

名古屋昭和RC高村富三君乃一稔君

名古屋昭和RC設立には、大変お世話になり

ありがとうございました。チ.1．－ターナイ｜、

には、全員こぞって参加されますようお願い

します-･

秋山茂則君今日の笑顔。

釜谷健一君家Iﾉ1がゴルフ会でお世話にな

りました。

黒須一夫君卓話の諦師として愛知学院大

学中壇教授を御紹介致します。誕生日祝い。

鷲野義明君早退します。

石田耕嗣君、浅井誠寿君誕生日祝い。

西尾正巳君、佐野寛君結婚記念日祝い

堀江宏輝君、今枝秀夫君、加藤大豊君、

木全昭二君、小杉啓彰君、三輪康君、

水野民也君、水野賀続君、長門保明君、

成田良治君、奥村登喜朗君、大口弘和君、

笹野義春君、竹内眞三君、上野保君、

和田正敏君、渡辺辰夫君本日はニコニ

コデーです。

佐久間良治君ニコニコデーにこ'協力ありが

とうございました。
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◇和田幹事報告

l . 本日例会終了後、理事役員会を開催致し

ますので、理邪役員の方は2F橘の間にお集

まり下さい。

2．次回例会は夜間例会で午後6時より松楓

|#lにて行いますので、お間違いのないよう御

出席下さい。

◇名古屋昭和RC認証状伝達式参加のお願い。
副幹事乃一稔君

皆様ご承知の通り名古屋昭和RCが、名古

雌束RCの子クラブということで誕生しまし

た。第2760地区では72番目、市内ではl9番目

のクラブとして去る5 14(木)に創立総会を行

いました。例会は月曜日、PMl2:30～名古屋

東急ホテルで行っております。チャーターメ

ンバーは、親クラブからの移繕会員4名、新

しいメンバー61名、計65名です。

皆様のお手元にパンフレットをお配りさせ

て頂きましたが、チャーターナイ1,を6/30（火）

に開催します。@ll立総会からチャーターナイ

トまで一か月半と大変短い期間ですので、準

備が思うようにできておりませんが、 65名が

一丸となってがんばっております。どうか皆

様方の全員が参加して頂けるようお願いしま

す。ご厚情にあずかりまして、全員登録と聞

いております。本当にありがとうございます。

新しいクラブとしてお仲間入りさせて頂き

ますが、今後ともご指導、ご鞭燵よろしくお

願いします。

◇秋山会長挨拶
地球サミット

国連環境開発会議(地球サミット）がブラジ

ルのリオデジャネイロで開催される。日本か

ら130名の代表団が繰り出す。この会議には多

数の各国首脳も初めて参加して、かけがいの

ない地球環境の保全のための方策が話し合わ
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れる。温暖化やオゾンI爵の破壊、熱帯林の崩

壊、野生動物の絶滅など防ぐ方策や開発をど

う環境と調和させながら進めるかが議題とな

る。中でも資金問題が焦点になりそうで、 「南」

の諸国は、環境を保全しながら開発を進める

｢持続可能な成長_のため｢北｣に対し、今後年

平均700億ドルの新たな資金の供与を求めてい

る。資金については、これに先立って開かれ

た東京会議においてその分担について話し合

いが持たれたが、先進各国の負担額は結論を

みるに至らず、ただ日本への分担の期待だけ

が強調された印象で会議が終わった。東京会

議では竹下さんが日本代表として出席した。

今回のリオへも団長として出かける。振り返

ってみると、かつて環境派議員は自民党内で

は日陰者扱いだったが、今になって元首相が

頂点に立って新たな勢力になって来た。元環

境庁長官大石武一氏は、環境がブームになる

なんて私の長官時代には考えられなかった、

当時党内で自然保謹を唱える私は悪党扱いだ

ったと述べている。大変な様変わりだ。地球

サミットでは、先進国から途上国への資金援

助が主要なテーマになるなど、これからの地

球環境問題には巨額の金が動くことが予想さ

れる。 上1本でも途上国の環境保全に重点を置

く環境ODA(政府開発援助)が今後激聴する見

込みだ。企業側も脱硫装置のプラント輸出な

ど新たな環境ビジネスへの対応を急いでいる。

このため自民党内では｢熟れたリンゴだから、

みんなが群がるのさ」といった声が起きている

そうです。何が考えられているのでしょうか、

130名もの代表団が必要なのでしょうか。環境

税新設の話も、ちらほら、そんなことになる

なら途_上国の国民に本当に喜ばれるように使

ってもらいたいと思います。

1 I本人の平均寿命は女性82歳、男性76歳と

なり、人生80歳時代となりました。このよう

な時、人生をよりよく、ゆとりをもって生活

することは何より大切なことである。その際、

顔の表情の美しさ、会話を楽しむ、食べる、

味を楽しむ、楽器を吹く、キスをすることな

どは、 日常生活に欠くことのできない要素と

なっています。すなわち、自分の歯で生活で

きる人は“いきいき人生”を過ごすことがで

きます。

このように高齢化社会になっても、歯のほ

うは残念ながら、40歳ごろから急激に喪失し

ていき、50歳では5歯、70歳で20歯、そして

80歳では実に24歯喪失していくのが現実です。

なお、喪失歯が7歯となると岨しゃくする能

力が、全部自分の歯の人に比べ約50％に落ち

るといわれています。

それでは口膣に何歯あれば食べるのに困ら

ないのでしょうか。臘川市の後藤氏(1989)の

研究によると28歯中、喪失歯10歯までだとほ

ぼ日常の食品が噛めるということがわかりま

した。ちなみに、これは“酢ダコ”が食べら

れるという状態です。スローガンという性格

から、 i喪失歯を10歯にする」というより、「残

す目標の歯を20歯｜にかえ、愛知県では

“8020'’を成人歯科保健の目標としました。

この目標はわかりやすいということで1989年

の厚生省の｢成人歯科保健対策検討会中間報告」

にもとり込まれ、全l:I:l的に広がり始めました。

1992年度の厚生省の予算にも8020のモデル事

業費が盛り込まれました。

1989年、愛知県歯科医師会が80歳で20歯以

上をもつ人を表彰するという事業を行なった

ところ、愛知県下で241名の応募者がありまし

た。また1990年は243名、 1991年は280名が表

彰されました。

第1年目の1989年の表彰者の72名をランダ

ムに選び、その人と同じ性、年齢で近くに住

む人42名を対象者として、面接調査が1990年

に行われました。その結果によりますと、①

表彰者は平均25歯をもっていたが、対象者は

5歯て20歯の差がありました｡②白菜の漬け
もの、あられ、かまぼこ、里芋の煮付が噛め

るとする人が対象者に比べ多かった。③40,

60歳で歯ぐきが腫れたり、歯が抜けたとした

人が少なかった。④20, 40歳で早めに歯科を

受診した人が、対象者に比べ多かった。⑤小

学校の時、甘いもの好きは対象者に多く、 し

つけが厳しかったとした人は表彰者に多かっ

たというものです。

歯の喪失は大部分、むしばと歯周疾患が原

因であることがわかっています。前者のむし

歯は歯の萌出後4， 5年で罹患してしまう。

すなわち、小学生から中学生（6～15歳)頃、
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◇講演

"802()通勤”

愛知学院大学歯学部教授

中垣晴男氏 （紹介黒須君）
′

；

“8020運動”とは“80歳でも20歯以上の自分

の歯ですごそう”という、最近唱えられてい

る歯の健康増進キャンペーンです。
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また、乳歯では2～4歳頃の状態が大切で、

これが80歳まで影響することになります。一

方、歯肉炎は小学校6年生で30％、中学2年

生で50%、さらに30, 40歳では50, 60%の人

が歯周疾患に罹患しているのが現状です。 し

たがって、 “8020運動”の目標を達成するた

めには、年少期から成人期にかけて、換言す

ると生涯を通じて日常の注意が正しく行われ

て初めて達成できることになります。

現在、寝たきり老人が70万人といわれてい

ますcこのような人々へ、食べる楽しみ、表

情や会話を楽しむことを通じて、日常生活の

QOLを向上させることは大切なことです。そ

のため、歯や口腱の健康の保持増進を支援し

ていく必要があります。

終りに皆様方のご健康を祈念致します。ど

･うもありがとうございました。
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地区大会開催間近
6/6(土）大会第1日名古屋観光ホテル ビ

1O:00地区諮問委員会

l1:00大会決議委員会、選挙管理委員会、登：

録委員会

l1:30 昼食

l3:00大会本会議※

14: 10 ロータリーミーティング

15:50表彰

1620 閉会

17: 15 R. I会長代理ご夫妻歓迎晩餐会

l9:30 閉会

6/7（日）大会第2日名古屋国際会議場

7:30朝食会

新ポール・ハリス・フェロー

新米山功労者

8:30大会本会議

l1 :00記念訓演

12:40懇親会

青少年奉仕活動紹介

1500閉会

◎出席義務者(上記※66(土)13:00～l4: 10) ;

会長 秋山茂則君 ；

幹事 和田正敏君 ’

クラブ奉仕委員長 鷲野義明君 1

職業奉仕副委員長 久保田皓君 ：

社会奉仕委員長 吉田節美君 ：
国際奉仕委員長 宮尾紘司君 ：‘

ロータリー情報委員長成田良治君 ；~

◎その他の出席予定者

池田隆君、石黒正則君、釜谷健一君、 吟

加藤大豊君、菊池昭元君、小杉啓彰君、 景・
さ･

水野民也君、水野智子様、水野賀続君、 ．！

奥村登喜朗君、大谷和雄君、鴬谷龍男君、 ：~

田部井良和君

へ

一第83回ゴルフ会成績

瑞陵カントリークラブ 5月22日（金）

RANK NAME Out ln G II 'cpNET

優勝釜谷しげみ57 59 116 49 67

2 位永井正義 41 43 84 12 72

3位木全昭二 44 47 91 16 75

B B小山雅弘 52 47 99 15 84

（参加者 10名）

※次回は6月11 l](木)セントクリークで行います。

◇5月度理事役員会議題
1 ~地域(千種区覚王山)の活性の件。

8月5日 日泰寺にて名フイル70名・コー

ラス300名

2名古屋昭和RC認証状伝達式の件。

6月30日（火）全会員登録

3．米山奨学生の件

孫宏業(スンホンイエ)28歳中国

名古屋大学大学院工学研究科

結晶材料工学専攻

4~財団奨学生選考試験結果報告

5．歴代会長会報告

◇次回例会(6月2日）
夜間例会(松楓閣にてPM6:00より）

◇次々回例会(6月9日）
クラブフォーラム(地区大会報告）
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◇ガバナーズレターより

最も大切なものは

ガバナー加納泉
圭寺…… 韓懇

□一夕リアンとして私たちは日常の生活で、どのように物事の優先

|||自位をつけて、暮らしているのでしょうか。－番大切なのは家族で

す。その次は自分の仕事、その次はスポーツとか他の趣味、□一夕

リーも皆さんの優先順位の中で上位にあるはずです。

勇気とか他人を思いやる心などと一緒に、人間としての分別や常識

を生まれて初めて習うのは、両親のひざの上であるはずです。

人間の信念とか幸福は、家庭で育つものです。それが家庭でしっか

りと根付いてこそ、平和と繁栄の枝が広がっていくのです。

ロータリーの哲学には家族も含まれます。

(Saboo会長□一夕リーの友3月号）

人□の急速な増加と科学技術の進歩に伴う物的環境汚染問題もさる

ことながら、これと平行して心の環境問題とその解決への努力が今日

程要請されている時期もありません。

私どもの日常の精神生活を構成する思考の実体は高度の競争体質で

あります。競争は、本来、生物の本能として備わったものであり、人

間社会の活性化に必要な良好な志向として、無反省にて是認され、奨

励されてきました。

私どもは生まれ落ちるや否や、好むと好まざるとに拘らず、知能を

主体とする激屋な競争教育の渦中に投ぜられ、引続き管理組織を中核

とする企業その他の競争会社の構成員として一生を経過し、人間の真

の資産は“時間と健康”であることを意識の内では理解しながら、

偶々その様な機会があってもこれを活用する術にうとく、殆ど家庭を

も顧みず、一途に職業生活を終えてみれば、真の自己は欠落消失し、

今や社会的にその介護が最も危愼される高齢者におちいるケースが多

いのではないでしょうか？

勿論、競争を否定するのは誤りであり、又、この競争を制約する力が

外的なものであってはなりません。

私たちが社会の一員としての生活を送る限り一定の社会的価値観を

尺度とし、無益な、過度の不公正な競争を内的に抑制する考えをもつ

ことが必要であります。

社会における人間の競争力を制約する力は外からではなく、内からの

ものでなければ幸福で平和な社会は構成されません。

幸いにも□一夕リーは人間の社会性の妥当な実現を願うものであっ

て網領、奉仕の理念(ServiceaboveSelf)並びに四つのテスト等

多くの提言を通じて正しい社会意識のあり方を私どもに示唆しており

ます。

歴史的に封建社会の縦割り制度に育まれた日本国民は、個人として

の確たる社会意識が比較的希薄かつ未成熟と言わざるを得ません。

私ども□一夕リアンは□一夕リーの理念の理解を一段と深め、我が

国の心の環境問窪の解決のため本格的な検討と行動を要請されている

ものと確信いたします。又、心の環境問題の改善がはかられますなら

ば、地球環境などの物的環境問題も根本的解決がさらに有効に期待で

きることになるのではないかと考える次第です。
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