
　皆様、こんにちは。先週の土曜日に県内の
聖火リレーが郡山を走りました。会員のうすい
社長平城大二郎さんも、さくら通りの坂を素晴

らしい笑顔で大変清 し々くトーチリレーをされました。沿道には、
密にならない応援をということでしたが、たくさんの市民の方が
声援を送っておりました。大変お疲れ様でございました。
　ロータリーでは、４月は「母子の健康」月間です。今日はそれ
にちなんで、「母子健康手帳」のお話をしたいと思います。私の
会社は女子社員がほとんどですので、産休などの手続きの時
に今でも母子手帳を目にする機会がよくあります。会員の皆さ
んは、ご自身のお子さんの母子手帳をご覧になったことはある
でしょうか？母子手帳は「日本のアイディア、日本生まれ」というこ
とです。妊娠中のお母さんと生まれた子供の健康を守る手帳と
して、世界ではじめて考えられたのがこの「母子健康手帳」で
した。
この日本発の母子健康手帳制度は、国際協力機構（JICA）
や民間団体の支援で、世界約40カ国に広がっているそうで、ロ
ータリーも、このJICAとも協力しながら、世界のあらゆる地域
で、母親と子供の健康を守るための活動を行っています。
　会員の常陽銀行の伊藤幹生さんの退会届が出ております。
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会長挨拶 池田達哉会長

　ロータリーレートは４月から110円に変更とな
ります。郡山RCの例会変更の報告を致しま
す。４日の地区大会が移動例会となります。会

場はビューホテル12時30分集合でお願いします。

幹事報告 佐藤政弘幹事

　昨今、桜の開花が早くなって来ているように感じます。昔高校
生だったころ、20日前後に開花し、体育の時間に花見がてらの
マラソンをしていたのを覚えています。今年は開花が例年より非
常に早く、クラブの観桜会も今週だが、もうすでに葉桜の状況。
春の様相が時代と共に色あせることのないよう、季節には適度
なメリハリがあることを望みたいものですね。（幕田宙晃）

クラブ会報委員会から一言

総員／99名　出席／48名　欠席／51名
出席率／48.48％　前回修正率／57.30％
他クラブ出席／5名

宮川卓也副委員長出席報告

◎本日も例会参加、ありがとうございます。佐
久間君の卓話、楽しみにしております。

 池田達哉君、佐藤政弘君
◎本日は佐久間先生の卓話を楽しみにしておりました。宜しく
お願い致します。 伊野泰司君
 湯浅大郎君、大木勝浩君、佐藤　聡君
 有賀隆宏君、橋本　勝君、幕田宙晃君
 鈴木禎夫君、山口　仁君、橋本謙一君
◎４日のオンライン地区大会、宜しくお願い致します。佐久間さ
んの卓話、楽しみにしています。 石黒秀司君
◎佐久間先生、何か面白い話をお願いします。友紀晴さん、
退院おめでとうございます。 菅野秀士君
◎ワクチン射ちました。フッフッフッ…。というのはウソで、一体
何時になるのやら… 平松敏郎君

◎お陰様で聖火ランナーを無事に完走する事が出来ました。皆
様には心より感謝申し上げます。応援ありがとうございました。
 平城大二郎君

ニコニコＢＯＸ委員会報告
橋本謙一委員長

　両親の近況ですが、父親は毎日デイサービスに行ってます。母
親は元気であちこち趣味で毎日忙しく飛び回っております。現在
郡山歯科医師会では歯周病に関して啓発活動を進めておりま
す、三大欲求というのがありまして、食欲・睡眠欲・性欲の３つが
あります。美味しい物を食べるというのは楽しみの一つとなってお
ります。美味しく食べるというのはどういうことかというと、食べる環
境・雰囲気・体調、当然口の中、口腔機能の重要性があります。
年齢とともになかなか口周りの筋肉が落ちていることもあるので、
やはりしっかり噛むというのは大事なことだと思います。我々歯科
医師が治すのは虫歯と歯周病というのは二大病気となってま
す。虫歯というのは歯が溶ける病気です。虫歯菌が歯を溶かし
ていきます。歯は三層構造で一番固いエナメル質が表面、その
中にちょっと柔らかい象牙質、その奥に神経です。虫歯がどんど
ん進んで神経に近くなってくると染みたりします。知覚過敏とかで
染みたりもします。我々歯科医師が重要視しているのが歯周病
です。歯周病は骨が溶ける病気です。30代までは歯を失う原因
で一番多いのは虫歯になります。それが40歳代を境に歯周病で
歯を失うことが多くなります。歯と歯茎の境に歯周病菌がついて、
その歯周病菌が骨を溶かしていきます。軽度の時は歯肉炎とい
って多少歯茎が腫れる程度ですが、それからどんどん広くなって
軽度の歯周病、重度歯周炎になります。重度歯周炎になります
と、歯を支えている骨が無くなって歯がグラグラしてきます。そうな
ってくると残すことが不可能になるので、重度歯周病の時は抜き
ましょうということになってしまいます。一番歯周病で何が問題かと
いうと、歯周病はサイレントデジーズと言われておりまして静かな
病気です。進行するまで全く自覚症状がないです。歯が動いたと
自覚した段階でかなり歯を支える骨が無くなっていることがありま
す。自然治癒というのはありません。虫歯で歯が溶けた部分、歯
周病で骨が溶けて吸収して骨が薄くなったところというのは、もう
二度と元には戻りません。放っておくとそのまま歯周病が進行して
取り返しがつかないということになります。歯周病の症状としては
歯茎から血や膿が出る、歯茎が腫れる。歯茎が下がって歯が長

（医）佐久間歯科医院
理事長　佐久間盛徳君

「自己紹介」

会員卓話

　５月６日をビーフカツレツ、５月20日は水國さ
んの鰻を予定しています。是非皆さんの出席
を宜しくお願いします。

横山　大S・A・A

　本日は会員卓話として（医）佐久間歯科医
院理事長佐久間盛徳さんに卓話を頂きます。

宜しくお願いします。

　４月15日の観桜会ですが、現在40名の出席が来ておりま
す。まだ出欠を出されてない方はお願いします。

プログラム紹介
山口　仁副委員長

　役員理事に関しましては、委員長・副委員長そして今回は
委員まで決めさせて頂きました。ガバナー公式訪問について
ですが、今年度石黒ガバナーを輩出している当クラブには、７
月８日に志賀エレクトガバナーがいらっしゃいますので、５月19
日に次期クラブ協議会を開催し、早め早めに計画を練って頂
きたいと考えております。
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観桜会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第35回例会
令和3年4月15日㈭

〒963‒0201  郡山市大槻町天正坦11

針生ヶ丘病院
院 長 金　森　　良

☎ 932‒0201　　925‒0166
〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

佐藤　聡君ロータリー情報委員長

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

4月誕生日祝い

　3日／高橋良和君 　4日／青木　誠君
　5日／伊野泰司君 　6日／福島佳之君
14日／鈴木正晃君 19日／遠藤酋平君
20日／遠藤友紀晴君 21日／佐藤修朗君
23日／横田重一君、横山　大君
26日／橋本　勝君
27日／石井祐一君、松本明人君
30日／星　北斗君

　3日／根本鎮郎君、西迫耕一郎君
12日／阿部充正君 13日／成田英樹君
17日／遠藤友紀晴君 18日／今泉正規君
20日／高橋孝行君 21日／池田惣一君
27日／大槻　努君、松本明人君

4月結婚記念日祝い

く見えるというのは、その分骨が無くなってますので、歯茎が下が
って骨も無くなってきます。あと歯がグラつく、または歯が抜けると
いうのはかなり重度です。あと口臭。歯周病菌が出すガスの臭
い。これは硫黄に近い臭いです。歯周病の治療は基本的にはプ
ラークコントロール、それ以外だと歯石です。歯石というのは歯周
病菌が唾液や血液中のカルシウムとくっついた細菌の塊ですの
で、それがごっそりついているとそのまま歯周病が進むということ
になります。歯周病ケアで歯石をとったりするのを定期的にしない
と、どんどん歯周病が悪化するというのが我々歯科医師は分か
っているので、定期的にいらして下さいということを話しています。
歯ブラシの指導も行ったりします。歯周病予防とコロナは実は密
接な関係がありまして、コロナウイルスも他のウイルスも、今手洗い
うがいをしましょうと言われていますが、それは何故かというと目か
ら入るのがあるから手洗いをよくして目をこすらないようにというこ
とと、鼻・口に入ったウイルスは喉に付着して喉から吸収されます。
喉についたのをうがいをして洗い流すので、よくうがいをして下さ
いというのはそういうわけです。そこの喉についたウイルスを吸収
させやすくするプロテアーゼという酵素を歯周病菌が出しますの
で、それを取るためには歯周病ケアは大事になります。よく噛むこ
とによって良いことがあります。一番は認知症予防もよく言われる
ことなんですが、これは噛むことによって側頭筋が動きます。噛む
ことによって血液がポンプ作用で脳に回ってきます。血液というの
は酸素・栄養を運んでますので、よく噛むことによってポンプ作用
で血液が脳に回れば、脳の活性化につながりますので、しっかり
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歯周病は気が付かないうちにどんどん進行するので、定期的に
歯医者さんに行って頂ければと思います。一生自分の歯でしっ
かり噛んで頂ければと思います。
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宜しくお願いします。

　４月15日の観桜会ですが、現在40名の出席が来ておりま
す。まだ出欠を出されてない方はお願いします。

プログラム紹介
山口　仁副委員長

　役員理事に関しましては、委員長・副委員長そして今回は
委員まで決めさせて頂きました。ガバナー公式訪問について
ですが、今年度石黒ガバナーを輩出している当クラブには、７
月８日に志賀エレクトガバナーがいらっしゃいますので、５月19
日に次期クラブ協議会を開催し、早め早めに計画を練って頂
きたいと考えております。

2021～2022年度
委員長・副委員長承認の件

福島佳之会長エレクト

観桜会
郡山ビューホテルアネックス

次 回 第35回例会
令和3年4月15日㈭

〒963‒0201  郡山市大槻町天正坦11

針生ヶ丘病院
院 長 金　森　　良

☎ 932‒0201　　925‒0166
〒963‒8851  郡山市開成 6‒120

高柳電設工業㈱
代表取締役 國　津　一　洋

☎ 922‒1480　　922‒2427

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

佐藤　聡君ロータリー情報委員長

親睦活動委員会報告
矢部浩樹委員長

4月誕生日祝い

　3日／高橋良和君 　4日／青木　誠君
　5日／伊野泰司君 　6日／福島佳之君
14日／鈴木正晃君 19日／遠藤酋平君
20日／遠藤友紀晴君 21日／佐藤修朗君
23日／横田重一君、横山　大君
26日／橋本　勝君
27日／石井祐一君、松本明人君
30日／星　北斗君

　3日／根本鎮郎君、西迫耕一郎君
12日／阿部充正君 13日／成田英樹君
17日／遠藤友紀晴君 18日／今泉正規君
20日／高橋孝行君 21日／池田惣一君
27日／大槻　努君、松本明人君

4月結婚記念日祝い

く見えるというのは、その分骨が無くなってますので、歯茎が下が
って骨も無くなってきます。あと歯がグラつく、または歯が抜けると
いうのはかなり重度です。あと口臭。歯周病菌が出すガスの臭
い。これは硫黄に近い臭いです。歯周病の治療は基本的にはプ
ラークコントロール、それ以外だと歯石です。歯石というのは歯周
病菌が唾液や血液中のカルシウムとくっついた細菌の塊ですの
で、それがごっそりついているとそのまま歯周病が進むということ
になります。歯周病ケアで歯石をとったりするのを定期的にしない
と、どんどん歯周病が悪化するというのが我々歯科医師は分か
っているので、定期的にいらして下さいということを話しています。
歯ブラシの指導も行ったりします。歯周病予防とコロナは実は密
接な関係がありまして、コロナウイルスも他のウイルスも、今手洗い
うがいをしましょうと言われていますが、それは何故かというと目か
ら入るのがあるから手洗いをよくして目をこすらないようにというこ
とと、鼻・口に入ったウイルスは喉に付着して喉から吸収されます。
喉についたのをうがいをして洗い流すので、よくうがいをして下さ
いというのはそういうわけです。そこの喉についたウイルスを吸収
させやすくするプロテアーゼという酵素を歯周病菌が出しますの
で、それを取るためには歯周病ケアは大事になります。よく噛むこ
とによって良いことがあります。一番は認知症予防もよく言われる
ことなんですが、これは噛むことによって側頭筋が動きます。噛む
ことによって血液がポンプ作用で脳に回ってきます。血液というの
は酸素・栄養を運んでますので、よく噛むことによってポンプ作用
で血液が脳に回れば、脳の活性化につながりますので、しっかり
噛むことによって脳が活性化されて認知症になりにくくなります。
歯周病は気が付かないうちにどんどん進行するので、定期的に
歯医者さんに行って頂ければと思います。一生自分の歯でしっ
かり噛んで頂ければと思います。


