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1. 真実かどうか？
2. みんなに公平か？
3. 好意と友情を深めるか？
4. みんなのためになるか？
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を通じて社会に貢献する職業奉仕で
すが、それを実践するには、健康が
一番大切です。健康寿命を延す為に、
日本成人病予防協会では、「テクテ
ク、カミカミ、ニコニコ、ドキドキ」
という四つの生活習慣を提唱してい
ます。
① 「テクテク」歩きましょう。ウォー

キングは肥満や動脈硬化を抑え、
足腰を鍛えます。

② 「カミカミ」しましょう。よく噛
むと唾液がたくさん分泌されま
す。唾液には、老化の予防に役立
つカロチンというホルモンが含ま
れています。

③ 「ニコニコ」しましょう。笑うこ
とでストレスが発散され、免疫力
がアップし、自律神経が安定しま
す。笑いは副作用のない良薬です。

④ 「ドキドキ・ワクワク」しましょ
う。期待や感動が脳を活性化させ
ます。

このような習慣を日頃から心がける
ことが健康寿命を延ばすための良い
方法です。長生きしても、健康でな
いと廻りの家族に迷惑を掛けるだけ
です。健康で長生きをしながら職業
奉仕活動を実践して、ドキドキ・ワ
クワクするような感動や感激を味
わって行けるロータリアンになりま
しょう。
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の企画、そして、細田観光さんの案
内により、素晴らしい天候の元大宮
駅近くのホテルでのバイキングの昼
食会、その後に、鉄道マニアには打っ
て付けの鉄道博物館、そして、あし
かがフラワーパークのイルミネー
ションと一日とても楽しく子供さん
達を交えての家族職場見学会が行わ
れました。あいにく、一番楽しみに
していました、ゲイビさんがインフ
ルエンザに掛かってしまい欠席した
のが少し残念でしたが、良い思い出
が出来ました。出席していただいた
会員、家族の皆様そして、増谷副委
員長、細田会員ありがとうございま
した。
　その次の月曜日には、大雪が降り
交通機関もパニックになり多くの方
が家に帰宅するのにも何時間もか
かった大変な月曜日でした。また、
火曜日には、草津白根山の噴火災害、
そして大雪による交通事故や、５３
年ぶりに東京では、氷点下３℃以下
が２日続く今年最強の寒波の到来な
ど、今週は自然災害の恐ろしさを実
感する週でした。今思いますと、本
当に良い日に家族職場見学が行えて
良かったと思います。これも、皆様
の日頃の良い行いのお陰です。本当
にありがとうございました。
　今月は、職業奉仕月間です。職業

　皆様、こんにちは。本日は、日本
大学歯学博士の加藤様、また、柏ク
ラブの勝田様、南クラブの森様、そ
して、元米山奨学生の東京理科大学
工学博士のアミラサムパット様よう
こそいらっしゃいました。この後、
加藤様には、インプラントについて
の卓話をお願いしていますので宜し
くお願い致します。
　今週、２１日の日曜日に家族職場
見学を行いました。職業奉仕委員長
のゲイビさん、副委員長の増谷さん
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①地区財団委員　鈴木桂三　委員
　ポール・ハリス・ソサエティー寄付の依頼
②親睦活動委員会　嶋田英明　委員
　本日の新入会員歓迎会について
③国際奉仕委員会　松本ユミ　委員長
　継続支援のネパール支援について、今年度は、子供服
の古着・古靴を送りたいと思っています。会員皆様の子

供さんやお孫さんの古着・古靴で結構です。送り先は、
ニャンズ・メモリアール・スクールです。地震被害によ
り集められた子供たちの施設です。今年で３回目の支援
になります。
・幼児から中学生くらいまでの大きさ
・ 女の子用もズボンでお願いします。スカートは着用し

ないそうです。
次回例会時から３月頃まで、集めさせていただきますの
で、ご支援ご協力をお願い致します。

　

委 員 会 報 告



卓　話「インプラント治療の疑問に答えます」  日本大学歯学博士特任教授　加藤　仁夫　様

　皆さんこんにちは。日本大学歯学博士の加藤と申しま

す。今年の 3 月まで教授席にいたんですが、定年退職と

言うことで、今年度からは特認教授を拝命しております。

大学は松戸に歯学部がございますが、そこの一回生とし

て、開学当時からお世話になっておりまして、松戸だけ

ではなく、柏の方でも我々の後輩たちが皆様のお世話に

なっていると言うことで、今回は縁がありまして、幹事

の中嶋さんのご推挙と、金子さんご推挙で、高い席から

お話をさせていただくと言うことでございます。

　まず今日の題ですが、インプラント治療の疑問に答え

ますと言うことで、先ほども患者さんにお会いしました

し、お口の中にインプラント入ってる方たくさんいらっ

しゃると思いますが、そういう方は改めてこういう治療

法だったんだということを確認して頂ければと思いま

す。ご存知のように先ほど金子会長からお話がありまし

たが、やはり健康寿命伸ばそうという事で、ちょっと前

のデータですが、女性は平均年齢 86.30 歳、男性は約 80

歳、という事なんですが、健康寿命と言うことになりま

すと、女性は 74 歳位から約 13 年間ぐらい、誰かのお世

話にならないといけないと言うことで、男性ですと 9 年

間なんですが、これをどうにかしようじゃないかと言う

のが健康日本 21 と言うようなテーマでやって来ている

わけでございます。いかに健康寿命を先に延ばすかと言

う事です。

老いるのは下から？上から？下？あそこ？なんて考えて

る人いるんじゃないかなと思いますが、そこの下ではな

く、下半身には違わないんですが、骨格、筋肉。それか

ら上というのは口の方です。口の筋肉が衰えるというこ

とでオーラルフレイルと言う言葉、皆様もそういう話は

聞いていられると思いますが、実際人は口から置いてく

ると、今の現状ではございます。

　オーラルフレイルと言うのは直訳すると「歯・口の機

能の虚弱」であると言うことで、一般的には足腰が弱く

なる、それは歩かないから、加齢からどうしても筋肉が

衰えてくる。サルコペニアと言う事ですが、実はそのオー

ラルフレイルと言うのは、虚弱に至ると言うことで、下

半身と口という別れ方をしています。実際、歯・口の健

康をおろそかにすると、噛む力や舌の動きも悪くなるか

ら、栄養摂取の面で支障きたすと、噛むと言うのは単純

に歯があれば噛めると言うわけではなく、舌の運動、ほっ

ぺたの動き、噛む筋肉、口を開ける筋肉によって噛んだ

り喋るということができるわけです。ですから、どうし

ても滑舌が悪くなる、だから人と話をしなくなるなんて

事になると、話したくなくなってくると言うのが実際だ

ろうと思います。そういうことで、特に男性はですね、

ここにいらっしゃる男性陣の方は先ほどからよくお喋り

なっているので心配ないと思いますが、やはり喋ると言

う事、食べると言う事、そういうことが老いを防ぐ 1 つ

のものではないかと言うことで、そういうことを考える

と、口の機能の低下、それから体の低下、社会性の低下、

精神性の低下で虚弱に陥ると言うことです。これもエビ

デンスがある話なんですが、歯の本数が多いほど長生き

します。また入れ歯でもいいんですが、機能回復すれば、

歯の本数が多いほど、認知症の発症が少なくなる。とこ

① R 財団寄付に対し、認証品の送付

　鈴木健吾会員；マルチプル PHF8 回目

　塚本英夫会員；　　〃　　　 6 回目

② 寺嶋哲生ガバナーより中村博亘会員へ「地区立法案検

討委員会副委員長」としての委嘱状の送付

③ 新規 (2018 年度 ) 米山奨学生の世話クラブとカウンセ

ラーの引受けについての依頼

④  RLI( ロータリー・リーダシップ研究会 ) パートⅡ開

催の案内

　日時 / 場所；3 月 26 日 ( 月 )/ 千葉市民会館

⑤ 橋岡久太郎 GE より 2018-19 年度地区委員として、仮

委嘱の送付

中村博亘会員： 地区諮問委員会委員 / 地区立法検討委員

会副委員長

増谷信一会員：管理運営統括委員会統括委員長

金本元章会員：青少年委員会委員長

水野晋治会員：R 財団統括委員会副委員長

浅野肇会員：財団資金・推進管理委員会委員

安田勝紀会員：R 平和フェローシップ委員会委員

⑥「地区チーム研修セミナー」開催の案内

　日時／場所；3/3( 土 )13：30 ～ /TKP ガーデンシティ千葉

幹 事 報 告 　 　 　 　 　 　 中嶋　利生



ろがどうでしょう、介護施設に行くと入れ歯をどうする

か。入れ歯を飲み込まれちゃいけない、介護の人が掃除

をするのも大変だ、だからみんな預けるですよ。預ける

というか奪い取るんですね。そして口の中に残っている

数本の歯で食べろと言う話になります。

　ですから、入れ歯が入っていればそれだけ食べられる

んですが、なかなか噛みにくかったり、痛くなったりと

いうことがあるので、歯のない人、そして食べられない

人が認知症になってしまうということです。そして歯を

失いますと、噛むと言う事の能力、脳の刺激が少なくな

りますので、平衡感覚を失う、そして転倒リスクが高ま

ると言うことで、転倒して骨折でもしたら、もうおじい

ちゃんおばあちゃんは立ち上がれなくなります、と言う

のがエビデンスのある話です。

　フレイルには 3 つの要素が関わっています。まず体の

問題です、筋肉の問題。社会的な要素、閉じこもりは良

くない、それから孤食と言うのがよくないそうですね。

1 人でご飯を食べるのはよくないそうで、みんな集まっ

てご飯を食べるというのが良いそうです。ですからそう

いう施設に入っても、お部屋で閉じこもって食べるより

も、食堂でみんなでワイワイ食べると言うような事で、

これも女性の方が得意なんですね。男性はちょっと苦手

だったりもします。ですので、フレイルになってしまう。

それから鬱、認知症というこの 3 つの問題が出てきます。

すなわち、健康寿命を伸ばし、不健康余命を短くするに

は口腔機能を改善すればよいということにつながってき

ます。

　結論を言いますと、歯を失うな。失ったら復元せよ。

では復元する方法は？ということになってきます。そこ

で出てくるのがインプラントですが、やっと本題につな

がってきました。インプラントと差し歯と言う、これは

最近間違える方は少ないんですが、以前は差し歯のこと

をインプラントだと思ってる方が、ものすごく多かった

ですね。私はインプラントが入っているんだと言って、

実際は差し歯だったりします。この差し歯と言うのは、

自分の歯の根っこが残っている状態。それに支柱を立て

る。そして歯を取り付けると、これが差し歯です。歯茎

に刺さっているのではなく、歯の根っこを残してそれに

刺さっていると考えてください。

　一方インプラントの場合は、この葉の根っこを抜いた

後、その骨に穴を開けます、そしてインプラントを入れ

る。インプラントが生着しましたら、骨とインプラント

がくっつきます。そしたら支柱を立てる。そして歯が入

ります。被せるものはインプラントでも差し歯でもほと

んど同じです。この立てる支柱の部分も差し歯と同じ、

違いは歯の根っこ。差し歯は天然の根、インプラントは

人口の根、ですからインプラントことを人工歯根と呼ん

でいるわけです。この人工歯根は、骨の中になければな

らない。この人工歯根が、1 番古い話ですと私が昭和 26

年生まれなんですが、そのずっと前からあると言われて

おりまして、チタンと言う金属と骨とがくっつく事がわ

かったのが、ちょうど私が生まれた頃です。1951 年頃

の話です。骨の細胞がチタンの表面と癒着すると言う事

です。厳密には癒着するんではなくて、非常に近い状態

でくっついていると言う事なんですが、インプラントの

長さは 1 センチ、太さは 4 ミリ位、そんなに太いもので

は無いんですが、このインプラントが歯を支える力と言

うのは、体重と同じ位だと言われていまして、70 キロ

の人は 70 キロ位、かかると言うことになります。です

から曲がったり、壊れたりするようなものではいけない。

そして体の中に入れるものですから、害があってはいけ

ない。そしてしかも骨とくっついてくれる、そういうも

のがなかなかなかったんですが、チタンと骨が非常にな

じみやすいと言うことがわかってから、どんどんインプ

ラントと言うものが進んできました。昔のインプラント

はもっと長かったです。15 ～ 20 ミリ位のインプラント

でないと抜けてしまうということがありましたが、今は

インプラントの表面と骨が非常にくっつくように改良さ

れまして、短いインプラントでも済むようになってきた。

ですからたまに医療事故の話が出るんですが、長いイン

プラントを入れてた頃は非常に事故が多かった。神経麻

痺、あるいは化膿する、抜けてしまうと言う事があった

んですが、今のインプラントはそういう事はないです。

それから顎の携帯なんかも、レントゲン、CT でよくわ

かりますので、事故が起こらないようになってきたと言

うことです。

　そしてインプラントの治療を受けた患者さんの数はど

のくらいいるのかと言う事で、28 年度の歯科疾患実態

調査というのを 6 年ごとにやるんですが、ここの 65 歳

から 69 歳、これがダントツですね、4.5%、だから 100

人いると、４、５人がインプラントをやっているという

ことになります。ただこれは全国的なもので、首都圏一

帯ですと大体 10 人に 1 人と言われています。ですから

この辺の 65 歳から 69 歳位の方は、１０人に 1 人位はイ

ンプラントをやっていると言うことで、この中で見ても、

10 人位いてもおかしくないのかなと思います。私もそ

うなんですが、15 年以上前にインプラントをやりまし

て、非常に具合がいいなと、自分でやりませんので、後

輩にやってもらいましたが、非常に怖いと思っていたん

ですが、そうでもなかったと言うことで、大した事ない

なと言う事なんですが。ここのところやたらと多いです

ね。普通どこが多いかと言うと、まずは歯を抜いて入れ

歯にした、でも入れ歯は嫌だからインプラントと言うこ

とが多いんですね。そうするとこの 55 歳から 59 歳位で

多くなるのが普通ですが、ここは少なくなってますね、

なぜでしょうか。ちょうどリーマンショックの後なんで



すね、リーマンショックでみんなの財布がちょっと出せ

ないと言う事態になったので、こんなに急に違うんです

ね。それからお金のかかる話ですので、少し余裕がある

方でないとなかなかインプラント治療と言うのは踏み込

めないと言うのも、現実的であると言うことで、そうす

ると 65 歳と言うのが、10 年前の 55 歳の頃にちょうど

遺産相続と言う話がありまして、相続のためにどうして

も土地を売らざるを得ない、というような方は少しお金

が余るのか、それで患者さんが増えたと言うこともある

ようです。経済的なものがかなりインプラントには影響

されます。では 40 歳から 44 歳と言うのは何なんだろう、

と言うことになりますと、この時期はですね、これは入

れ歯にするかどうかと言うときの話なんですよ。これは

歯が無くなったらインプラントをやる時代になったと言

うことです。1 本歯が無くなる、そしたらそこにインプ

ラント入れる、ですから１本や２本、そういう簡単な方

がこの辺で多くなったと言うことです。

　さて歯を失ったときの治療法はどのような方法がある

かと言うことで比べてみたわけなんですが、入れ歯。ブ

リッチ。インプラント。自分の歯の移植、親知らずを

よく使います。また 1 番奥の歯のような場合には、何も

入れずにそのまま放置しておくという選択肢もあるかと

思います。噛み心地、違和感で比べてみますと、入れ歯

は取り外し式のものですから、外れる、動くから痛くな

るんですね。入れ歯ズレが起こってくると。そして食べ

物が挟まりやすいと言うような欠点があります。ブリッ

ジ、インプラントは普通に噛めます。ただ若干自分の歯

でないと言うところが、違うよと言うことがよく言われ

るんですが、私の経験ですとあまり関係ないかなと思っ

ております。耐久性。入れ歯が 3 年から 5 年でだめにな

るんですね。やっと慣れたと思う頃に作り直し。ブリッ

ジは 10 年から 15 年。支えている歯が虫歯になったり、

歯周病になったりして失っていく。15 年位使えると言

うことです。インプラントと言いますと、10 年以上使

える。そして 10 年以上と言う事は、一生使える方もた

くさん見ております。平均で 90%以上と言われていま

すが、当院においては 99.3%。10 年残存率を調べると、

そのぐらいなんですね。私は失敗しないからと言いた

かったんですが、やっぱり 100 本入れると、1 本弱、や

はり生着しない方がいらっしゃるので心痛む状態になっ

ております。インプラントには手術がどうしてもつきも

のです、入れ歯、ブリッジは手術はいりません。ですか

ら血が出るのが嫌な方はこちらを選択することもありま

す。でもそんなにインプラントの手術は怖いものではあ

りません。麻酔をして、インプラントを入れると言う事

は、大体歯を抜いたのと同じ位の体の負担と考えて頂け

ればいいと思います。そして大事なこと。天然歯の処理

ですね。入れ歯は金具の入るところを少し削ります。ブ

リッジは細く削るんですね。特に前歯できれいな歯を入

れたいと言うと、このセラミックの部分を多く使います

ので、歯を細く削る。歯を細く削ると、歯の寿命が半分

になると言われています。もともと歯と言うのは、人

生 50 年の頃は、50 年使えればいいようにできていたん

です。残念ながら生命が 80 歳、90 歳になっても、そこ

まで歯の方が追いついていないというのが現状です。ま

してや、このブリッジにすることによりまして、歯の寿

命が半分になってしまう。非常に辛いです。我々歯医者

でも、ブリッジを入れてくれと言われますと、歯を削り

たくないなと言うのが本音のところです。なぜか＞歯を

削るとダメになるのがわかってるからです。ですから今

の子供たち、虫歯はあんまりないんですが、昔はいっぱ

い削っていっぱい詰め物をしましたが、今は小さい虫歯

だったら、色が少し付いているぐらいだったら、治療し

ません。治療しないで再石灰化と言うのを促します。キ

シリトールやフッ素を使ったりして、小さいのは勝手に

修復するんですね。ですから磨かなかった時代は、穴を

掘って詰めないと穴に食べ物が入ってしまう。今は皆さ

ん磨きますので、そういうことをしなくても再石灰化す

ると、だからあまり削らないように、だんだんなってき

ております。それは歯の寿命のためですね。何しろ 90 年、

100 年歯は使わなければならないんだから、子供の時に

何をすべきかと言うことになってきます。それからイン

プラントの場合は全く削らないですることができます。

残った歯への影響ですが、入れ歯はどうしても残った歯

に負担をかけます。そしてブリッジもそうです。3 本の

歯で 5 本のブリッジを入れるわけですから、残った歯に

どうしても負担をかける。結局この入れ歯とブリッジは、

自分の歯を犠牲にして、歯を作らざるを得ないと言うこ

とになります。でもないよりはいい。もちろんあったほ

うがいいわけですから、それを承知でやっているという

のが歯医者です。インプラントの場合には、残った歯が

ぐらついていても、奥歯にインプラントを入れることに

よって、動きが止まってきます。この動きが止まると言

うのが大事なんですね。前歯の歯を、後ろの歯を保護す

る、全然違います。こっちは寿命を縮める、こっちは伸

ばす。全然違います。続いて手入れです、手入れは結構

大変なんですが、入れ歯は外して磨く。ブリッジもこう

いうところ虫歯になりますから、歯間ブラシを入れたり、

糸を入れたりして磨く。インプラントもこういう特殊な

ブラシを使ったりして磨くようにすればいいと言うこと

になります。治療費です。これなんですが、入れ歯は健

康保険で賄います、色々な治療方法がありますが、1 番

お金をかけてもらいたいのは入れ歯ですね。入れ歯位、

保険と自費の違いがあるものはないと言うことです。ブ

リッジは健康保険のきく範囲と、きかないところもござ

います。インプラントの場合は全部保険が効かないと言



うことで、2 本インプラントを入れて歯が 4 本分と言う

ような数え方をしています。

　ではインプラントはどのぐらい費用がかかるのかとい

いますと、初診料から始まりまして、検査費用（エック

ス線、CT, 血液検査など）、インプラント手術費用、麻

酔費用、仮歯の費用、上部構造（人工歯）、メンテナン

ス費用。すべて保険が効ません。インターネットを見ま

すと、1 本 7 万 4 千円と言うものもあったり、全部入れ

ると 16 万 8 千円と言うのもありました。これは安い方

ですね。今大体 35 万円前後が一般的な費用であろうと

思います。その半額でできるってどういうことなんだろ

うかと、言う事なんですが、やはり我々プロから見ます

と、難がたくさんあるんですね。ですからその場はいい

です。長持ちするのか？インプラントは一生使うんです

から、その後使い物になるのかどうか。インプラントだ

け残って、全部自分の歯がなくなったらどうするのか、

と言うことになります。ですから上と下が取り外しがで

きるもののほうがいいですね。そういうものはやはりこ

この歯医者さんでも費用は高いと、そういうふうな設定

で、広告ですので安く集めようと言う事なんだろうと思

います。また原則としては 1 円でも一千万円でも、患者

さんとの個人契約ですので、別にいくらでもいいんです

が、安さだけを売りにしている歯医者と言うのは心配で

すね。歯科医であれば専門医でなくても治療が可能とい

う法律になっております。でもインプラントの専門医を

取るためには、大体 10 年以上の実績がないとできませ

んので、やはりそれまでの修行期間。それから専門医と

言うのは、体というのはいつも同じ状態ではない、ちょっ

と違うところもあったりもします。その時に様々な手段

がある、手段がいくつもなければ対応できないんですね。

やはりそういう面ではちょっと高くなりますが、安全と

言うことを考えて専門医を選ぶと言う方が良いかと思い

ます。大体相場と言うのは 25 万円から 50 万円と考えて

おります。さて今後保険導入されるかと言う事なんです

が、財源がありませんので保険導入されないだろうと考

えております。日本は世界に誇る長寿国ではございます

が、インプラントに関しては遅れをとっております。そ

れは何故かと申しますと、健康保険。医療制度なんです

が、健康保険で治療したのと、インプラントの治療した

のと、10 倍から 20 倍ぐらい治療費が違うんですね。そ

うすると考えちゃいますよね。なんで保険だとこんなに、

と言う話になります。でも韓国などは日本より人口が少

ないんですが、インプラントは何倍も多くやっておりま

す。それは健康保険ではないかなと言うことになるかと

思います。世界的にアメリカ、ヨーロッパなどでも、同

じ費用がかかっていると言うことです。

　インプラントの治療順序ですが、何をさておいても適

してるかと言うことを調べなければならないと言うこと

で検査をしていきます。検査項目は CT からいろいろ調

べて、うちでは約 100 項目の検査をして調べております。

検査に合格しましたら、インプラントの手術と言うこと

になりますが、ここに小さな穴を開けます。そして 1 セ

ンチのインプラント埋め込みます。骨とインプラントが

くっつくのにどうしても時間掛かります。年齢、骨の質

等も関係しますが、着くのに大体 2 ヶ月から 4 ヶ月ほど

かかります。そして歯を作る算段をしていくんですが、

2 回目の手術で歯肉に小さな穴を開けまして、支柱を立

てて、歯が入るというような段取りです。1 番の肝は骨

とインプラントがくっつくかと言う所が問題になってき

ます。治療の実際をいくつか見てもらいたいと思います。

（写真は個人情報のため省略）

　さて誰でもインプラントを受けられるのかと言うと、

受けられない方も中にはいます。特に全身的な病気のあ

る方は難しいですね。寝たきりの方はやらない方が良い

かと思います。また糖尿病がコントロールがされていな

いような場合には、骨に影響のある病気なので遠慮して

いただく方が良いです。それから骨のない方。骨の無い

方は骨を作ればいいいいという時代になっています。短

いインプラントもありますが、上顎の場合は、骨が痩せ

てきやすいです。そういう場合にはインプラントが突き

出てしまうだろうと思う所には骨の移植をしていきま

す。大体奥歯の場合は 70%以上の方が骨の移植を行っ

ています。成功率は 99%で変わりません。同じなんで

すね。だから安全だと言うことが言えると思います。ま

た歯周病が強い方、この方はちょっと難しいです。そう

いう形は歯を抜けば歯周病は治りますので、悪い歯を抜

いていこうと言うことになります。あとお口の手入れが

できない方、噛み合わせが強い方、ヘビースモーカーの

方、あまり来院できない方。そういう方も難しいかなと

思います。

　また何年持つかと言うことについては、持たせると言

う意識で使って頂きたいと思います。壊れることもあり

ますがそれは修理すればいいことです。10 年使うと何

らかのトラブルが起きて来ますが、修理すればいいと言

うことで、インプラント治療というのは、やるのは簡単

なんですが、それを長く持たせると言うのに一生懸命に

なってもらいたいと思います。

　結論を言いますと、インプラント治療は入れ歯より機

能回復（噛む、発音）に優れています。審美性や装着感

を損なわない。天然歯・天然歯列を守ることができる。

そして他の治療法よりもクオリティ・オブ・ライフを向

上させることができるし、いわゆるネンネンコロリから

ピンピンコロリの人生の実現ができる優れた治療法だと

言えます。

　御清聴ありがとうございました。



次回の例会は 2 月 2 日 ( 金 ) 通常例会です。

クラブ会報委員／東海林　康之・齋藤　敏文　吉野　一實

卓話・会報の原稿は kwrc.photo@gmail.com までお送り下さい。

欠席報告は、水曜日の正午まで
※クレストホテル ( 営業課 )04-7146-1122 まで

※直前の欠席は SAA 住田みゆき (090-1779-1007) まで
※ＬＩＮＥでの連絡も可能です、詳細は SAA まで

ゲスト
加藤仁夫（日本大学歯学博士）	 様

森秀樹（柏南ＲＣ）	 様

勝田秀一（柏ＲＣ）	 様

アミラ・サムパット（米山学友）	 様

ニコニコＢＯＸありがとう！
★	結婚記念日

　鈴木健吾、影山　会員

★	(^^ ♪

　寺田会員　三男が高校受験合格しました

　森秀樹会員（柏南ＲＣ）　メーキャップに来ました

寺嶋年度「地区立法検討委員会副委員長」として委嘱状中村博亘会員

出席報告

　　　　　　　６７名

　　　　　　　１４名

後藤、小林太時、小林正直、東海林、杉山、

助川、住田、細田、升谷、松本隆一郎、森市、

山崎、山田、湯浅　　　　　　　　　会員

出席率　79.10％

会員数

欠席者

寄付金達成率（１月末現在）　　　　２月ＲＲ =110 円

 目標額 達成額 達成率 個人目標

R 財団・基金 1,116,000 1,215,662 108.9% $150

R 財団・ポリオ 223,200 269,100 120.6% $30

  （内募金箱 　75,630）

米山記念奨学会 400,000 800,000 200.0% 10,000

R 財団寄付　ＭＰＨＦ　鈴木健吾・塚本会員

ビジター　森秀樹（柏南ＲＣ）　様

ゲスト　米山学友　アミラ・サムパット様

2018-19 地区委員として仮委嘱状


