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例会場
例会日
役 員
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●真実かどうか

つのテスト

第1488回例会

●みんなに公平か

●好意と友情を深めるか

出席報告

郷上委員長
●会 員 数 48名 ●来
客
0名
●出席会員数 37名 ●本日の出席率 84.09％
●1月28日の出席率（メーキャップを含む） 100％

平成25年3月4日

卓話 「煙草」
河邊パスト会長
榎原会員
「スリランカ報告」
今週の歌「君が代」「奉仕の理想」

会長挨拶

親睦活動委員会

先週内容

京都・円山公園のしだれ桜と、東山・艸堂の
晩餐会です。江坂東急イン前16:00集合です。
多くの参加よろしくお願いします。

米山記念奨学会委員会 田中（孝）委員長
本日、榎原会員より特別寄付を頂きました。
ご協力ありがとうございました。
社会奉仕委員会

◦本日はノーマイカーデーです。ご協力をいた
だき、ありがとうございます。
◦例会終了後、理事会を開催致します。理事の
方はお残り下さい。

日時

誕生御祝−３月

会員夫人

場所

3
3
3
3
3

月5 日
月9 日
月22 日
月27 日
月28 日

橋本（芳）会員
井伊会員
矢倉会員
青木会員
田中（孝）会員
以上5名

3
3
3
3
3

月15 日
月18 日
月22 日
月24 日
月31 日

阪本会員夫人
水間会員夫人
田中（孝）会員夫人
矢倉会員夫君
瀬川会員夫人
以上5名

橋本（芳）委員長

献血活動のご案内

2月28日㈭
①10:00〜11:50 ②13:00〜16:00
株式会社ビケンテクノ

多くの方のご協力をお願い致します。

ロータリー財団委員会

紙谷副委員長
2013年3月のロータリーレートは1ドル＝
92円と本部より連絡がありましたのでお知ら
せ致します。

ニコニコ箱

識字率向上月間

第1489回 例会予告

平成25年3月18日
次週
卓話 「吹田RAC活動報告」 ローターアクトクラブ 幹事 渡邉真明 様
永田会員ゲスト
Weekly No. 1488は澤井副委員長が担当しました。
Weekly No. 1489は西村委員長が担当の予定です。
（本日の原稿をお渡し下さい）

榎原委員長

春の移動家族例会のお知らせ

坂口会長
本年度は一般会計を切りつめて、昨年まで御
寄付を頂いたポリオその他は一般会計に組み込
んでいます。一方、別途会計は毎年100万円くら
いの支出があり、クラブの奉仕活動に使われて
います。今年はまだニコニコが90万円弱で今後
の活動に不安を残しています。皆様の御協力を
よろしくお願い致します。
幹事報告
阿部幹事

会員
昭和 41 年
昭和 22 年
昭和 35 年
昭和 28 年
昭和 30 年

●みんなのためになるかどうか
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尾家副SAA

◆青木会員
本日の卓話、どうぞよろしくお願い致します。
◆榎原会員
ロータリーバッジ忘れました。申し訳あり
ません。
◆小川会員
坂口会長、岡先生に大変お世話になりま
して感謝。
◆髙木会員
スリランカから無事帰国しました。
──────────────────
本日のニコニコ箱
12,000円
累計のニコニコ箱
843 ,591円

卓

話

「職業奉仕炉辺談話報告」

澁谷委員長

兼題 ﹁節分﹂﹁白魚﹂及び当季雑詠

久 美 子

節分や大羽のいわし食ぶならひ あ き ら

牛

巻き鮨を食べて事すむ節分会 み か よ

第三百十回句会

豆みつけおやおやここに福の豆

−クラブ俳句同好会−

悼 團十郎
大見得は彼岸にて切る深雪晴 山

⒈日時・場所 2/15㈮ くりーん亭
⒉テーマ
職業奉仕活動としての「出前授業」及び「体
験学習」について
⒊出席者：会員19名
特別参加者3名
①豊津西中学校 堀川校長
②
〃
福田教頭
③杦本会員秘書 宮崎様
⒋学校側感想要望
校長 職業体験に関する事は積極的に進め
たいと考えており、地元地域に受け入
れてくれる企業があるとありがたい。
今の子どもは将来何をやりたいか語
れる子が少ない。
喜びや達成感など話して頂きたい。
人との繋がりを大切にする事を教え
たいと思っている。
教頭 バーチャル的体験ではなく、実際の
職場体験が必要である。
地元に密着した活動をして頂くのは
ありがたい。
宮崎 子ども達を育て、支えていく為にRC
会員の奉仕が必要。
ロータリー精神を伝えて欲しい。
出前授業講師 杦本会員
良い物（製品）を作るには人の支え合
い、伝え合いが必要
社員１人ひとりがきちんとした挨拶
ができる事をほこりに思っている。
⒌会員意見
多くの会員から、約10年前に当クラブがIM
の時に実施した「職場体験学習」の事が語ら
れ、非常に意義があったと、独自に受入れ継
続をしている会員もあり、機会があればや
りたいと語られた会員もおられた。
⒍参加会員意見総括
応募をつのり出前授業を実施した年度もあり、
講師として受け持つ会員も多くおられるので、
「出前授業」及び「職場体験学習」は吹田西RC
の継続奉仕活動事業とする事に賛同する。
⒎職業奉仕委員会として
①職業奉仕委員会の活動のひとつとして、
会員による「出前授業」と「職場体験学習」
は江坂地域における毎年の継続事業とし
て次年度へ引継ぐ。
②その為にも、今年度同様、職業奉仕の職業
奉仕の「炉辺談話」に学校側関係者を招待
し、交流を密にする事を継続し、次年度に
引継ぎたいと思います。
※次年度からの実施に向け、学校側からも要
請があった「職場体験学習」の受入れ可能事
業所リストを3月中に作成しますので、宜し
くご協力お願い致します。

予防との出会い。関西予防歯科研究会
歯をなくす原因
一般論
SPTによるコントロール群の第1位は、歯の破折
予防するには？
歯周病もむし歯も細菌による感染症
歯を抜かないといけない理由
抜いた後、どうするの？
歯牙破折予防
TCH
歯ぎしり、噛みしめ、くいしばり
96%の人がしている
なぜ人はブラキシズムをするのか？ストレ
スとの関係？
噛みしめが疑われるお口の中の臨床像
力のコントロール
常に歯をかみ合わせないようにリラックス
マウスピースの装着
橋本（徹）会員からのご質問
歯磨きは、
食後30分以内にしてはいけないのか？
脱灰と再石灰化
癌とむし歯は似ている
パナソニック社員のアンケートから
老後の楽しみ
人とのコミュニケーションと食べること
国民健康保険で、歯科医療全般が給付され
るのは、世界中で日本だけ！
健康は、存在するものではなく所有するも
のというのが世界の常識！
吹田市成人歯科健康診査（30歳以上の吹田
市民であれば誕生月とその翌月に無料で受
診できます）並びにかかりつけ歯科医院で
の定期健診は、ぜひこまめに受けて下さい。

「ノンベジ・セイヤンの予防歯科教室」

青木会員
−いつまでも自分の歯で、元気で楽しく！−
恩師からの三つの教え
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【今後の予定と兼題】
第三百十一回句会 平成25年3月18日
兼題 「桃の花」「彼岸入」当季雑詠
※出句は5句

