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ロータリーソング  ｢手に手つないで｣ 

来客紹介      ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

地区大会個人表彰 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告 

ニコニコ箱 

卓話時間  『大学発ベンチャー企業のご紹介』 

 神奈川歯科大学 

 教授  河田 俊嗣 様 
 

 

 

 
先日行われた地区大会において４０年以上連続出席を続けておら

れる方の表彰が行われ、当クラブからは４４年 岸本会員と４２年 山

本忠男会員のお二人が表彰を受けました。 
 

 

 

本日の卓話は、神奈川歯科大学の河田俊嗣教授にお願いをしてお

ります。河田先生、本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

今月は、職業奉仕月間と米山月間です。先週は職業奉仕委員会の

中尾委員長の担当で、岩森ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰからお話をいただきました。 

 

本当にありがとうございました。若い会員の皆様にも、少しずつﾛｰﾀﾘ

ｰをご理解いただければと思います。 

さて、先週の例会後に長期ﾋﾞｼﾞｮﾝ検討委員会が開催され、奨学育英

資金の運用について会議をして頂き、福島から避難しておられる高

校生に対する奨学育英資金について検討して頂きました。基金の

有意義な運用方法について、これからも話し合いを続けてまいりま

すので、会員の皆様にもご理解をいただきますようお願い申し上げ

ます。 また、１４日の体育の日には京都伏見ＲＣにご来広いただき、

広京会を開催いたしました。 京都からは１４名の皆様にご参加いた

だき、広島陵北ＲＣから１６名、広島北ＲＣから瀬川さん、岩森さん、

上野さん、高原さん、石田さんなど応援者を含め、総勢２８名がお迎

えして盛大に祝寿と親睦の会を開催いたしました。 第１部では３ﾁｰ

ﾑが呉二河球場に集合して、まず祝寿者の戴帽式と記念品贈呈式を

行い、その後各ﾁｰﾑ２試合を行い、それぞれ我がﾁｰﾑが大差で勝

利いたしましたが、晴天の中、怪我もなく楽しい野球大会でございま

した。終了後、ﾎﾃﾙｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ広島に移動して広京会祝賀懇親会を行

いました。祝寿者は、京都伏見ＲＣでは、傘寿のお祝いが、玉井さん、

杭迫さんのお二人で、広島北ＲＣが、卒寿が瀬川さん、喜寿が原田

さん、古希が上野さんと高原さん、還暦が杉町さんの五名でござい

ました。改めて祝寿式を行った後、懇親会を開催し、３ｸﾗﾌﾞの皆さん

との交流を深めてまいりました。友好ｸﾗﾌﾞである京都伏見ＲＣとの友

情が末永く続きますことをお祈りいたしますと共に、瀬川さん、山本

忠男さん、福田さんをはじめ、山坂監督率いる野球同好会の皆さん、

そして広島陵北ＲＣ野球同好会の皆さんに心から感謝を申し上げま

して会長時間を終えさせていただきます。 
 

 

 

*地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ指名委員会より２０１６-１７年度のｶﾞﾊﾞﾅｰ候補者につい

て ｸﾞﾙｰﾌﾟ６及び７を対象に選考されるとの連絡がございました。つ

きましては、ｸﾗﾌﾞ内に是非ｶﾞﾊﾞﾅｰに推薦したい会員がいれば１０

月中に理事会宛てに連絡をお願いします。 

*調印式記念写真（参加者 BOX 配布） 
 

 

 

職業分類会員増強委員会  山下(正)会員 

*委員会開催ご案内 

野球同好会  山坂会員・中山会員 

*１０/１４広京会について 

 
 

 

【自主出宝】 

庄子会員･泉会員･久保(豊)会員･東会員・越智会員  

河田先生、本日はありがとうございます。卓話楽しみにしております

ので、よろしくお願いします。 

岡部会員 河田教授、本日は遠方よりお越し頂きありがとうございま

す。本日の卓話楽しみにしております。 

■本日の例会    ２０１３年１０月２４日（木）   第２１５４回 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

来客紹介 ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

会長時間 

幹事報告 

委員会報告等 

ニコニコ箱 

卓話時間 『米山奨学生スピーチ』  

 米山奨学  于  廉吉さん 

前回例報告    ２０１３年１０月１７日（木）  第２１５３回

地区大会個人表彰 

会長時間               会長    庄子 佳良 

委員会・同好会報告 

幹事報告               幹事   久保 豊年 

ニコニコ箱                   ニコニコ委員会 
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山本(忠)会員◇◇◇ １０/６下関での地区大会にて連続出席４

２年の表彰を大きなｽｸﾘｰﾝにて、４０年以上の方達と一緒に映さ

れました。２９名おられました。これからも健康で毎日過ごして行

きたいと思います。連続出席４５年を目指して!! 

福田会員 京都伏見ＲＣの友好ｸﾗﾌﾞ提携継続調印式に比叡山

根本中堂に参詣させて頂き、久永委員長他、委員の皆様には

随分お世話になりました。本当に有り難うございました。 

野球同好会一同 １０/１４広京会野球大会では京都伏見、広島

陵北と楽しい一日を過ごさせて頂きました。祝寿者の皆様、おめ

でとうございました。 

髙原会員 広京会でも古稀の祝い誠にありがとうございました。

感謝しております。 

吉永会員 先日の広京会での１試合目に、いきなりﾗﾝﾆﾝｸﾞﾎｰﾑ

ﾗﾝを打ちました。ｾｶﾝﾄﾞﾍﾞｰｽを廻った頃から足がもつれなんとか

ﾎｰﾑﾍﾞｰｽへ辿り着くことが出来ました。周りの方から足が遅いと

よく言われていましたが、自分でも実感しました。今度からはｽﾀ

ﾝﾄﾞに放り込んでゆっくり廻りたいと思います。 

武部会員 広京会にて初安打できました。打劇王での練習の成

果だと思います。ありがとうございました。 

越智会員 先月の広京会で１０対０の大量ﾘｰﾄﾞの中で、ﾘﾘｰﾌ登

板し、「お･も･て･な･し」の心で、京都伏見に大量点をﾌﾟﾚｾﾞﾝﾄし

ました。これで心おきなく投手を引退したいと思います。 

本田会員◇ 広京会において昨年野球部に入部していらいの

発ﾋｯﾄを打つことが出来ましたので１枚、その際に走者として３塁

にいた時ﾀｯﾁｱｯﾌﾟをしようとして一旦３塁に戻ったのですが、２ｱ

ｳﾄだったのでﾀｯﾁｱｯﾌﾟは関係なくﾎｰﾑに帰らなくてはいけない

所ﾎｰｽｱｳﾄになってしまい、ﾙｰﾙを知らなくてｱｳﾄになってしまっ

たので１枚出宝します。 

神農会員 島本会員へ。朝から中国新聞経済欄にとってもｽﾃｷ

な笑顔で掲載されていましたね。朝から家内と久しぶりに笑顔で

話題になりました。 

島本会員 本日の中国新聞に僕の顔写真が載りました。皆さん

の食欲を減退させたかもしれません。写真も入れ替えます。 

山坂会員 この度、農業ﾋﾞｼﾞﾈｽに参入し栽培農家ｸﾞﾙｰﾌﾟと契約

し、「ぴゅあ菜米（なまい）」１０ﾄﾝを購入し、販売致します。久保

田さん、精米保管など大変お世話になりました。 
 

当日計 37,200 円（内、ｗｅｂ 5,000 円） 累計 717,200 円 

★=10,000 円 ☆=5,000 円 ◆=3,000 円 ◇=2,000 円 
 

 

 

 

『大学発ベンチャー企業のご紹介』 
 

神奈川歯科大学 

教授  河田 俊嗣 氏 

これからの歯医者はどうなる

かと云えば、だめです。保

険点数に頼っている以上、

保険点数が上がらないとだ

めです。だから、１点１０円

ですので、それで計算して

いくと１００点だったら１０００

円、１万点だったら１０万円

です。治療をやった行為に対する薬価が上がっていかないと国

頼みになってしまいます。 

また、これからの矯正歯科はどうなるかと云うと、歯科だけ、歯科

の中でも矯正歯科だけはたぶん少しよくなると思っています。ど

うよくなるかというと、自由な時間がありながら、お金も、利益率が

高くてお金が儲かるという歯科においても稀有な業種であるかと

思います。だから矯正歯科治療というのは、やはり単価が少し高

いのですが、患者から満足してもらい、しっかりした治療を行うこ

とができるということは、非常にメリットが高いというふうに思って

います。 

もうお忘れになっているかも知れませんが、１９６１年、国民皆保

険が医師会の大反対のもと行われましたが、この時、医師会は

ストライキをしました。その当時は、喧嘩太郎と言われる武見太

郎先生が医師会の会長がおっしゃったのは、「保険診療を反対

したんじゃないんだ。国が料金価格を設定するとかね。若い人と

年取ったうまいベテランの先生と治療の料金がいっしょというの

はおかしいじゃないか」ということは、今現在、その弊害は今もず

っと続いております。 

私の勤める大学で矯正歯科の年間の収入を上げますと、だいた

い２億円ほどありまして、人件費が私含めて５名。あとはお金を

払って治療をしにくる先生をいっぱい入れていますので、だい

たい４０００万円ほど人件費に消えています。材料費は２３００万

円なので、これを割りますと、６８．５%なんていうとんでもない利

益率が実はあります。矯正治療はだいたいこれくらいの利益率

は上がるりますが、もっと、２億よりも増やしたいということであれ

ば、また別の力が必要になってきます。しかし歯科でも、むし歯

の治療とか入れ歯の治療は、これほど利益率はありませんので

相殺されますと６８．５%なんていうのはとんでもない数字で、もっ

と低い数字になってしまいます。 

さて、歯科治療においてはぜひとも早期発見、早期治療というこ

とで、見つかったら先生についていく。「この歯、なんとか抜かず

に何とかならんかな。」というふうに言うと「じゃあ、こういう治療を

やってみましょうか」ということになれば、くっついて 後まで頑

張って治療を続けてやるほうが自分の歯を残すことになります。

これ抜いてしまったらどういうことになるかというと、インプラントと

か抜いたまま放置するとか、部分入れ歯になるとか、皆さんが思

われる嫌な治療になってきますので、歯はなるべく絶対残したほ

うがいいなと思います。 

歯の矯正治療などで歯並びを治すのに健康な歯を抜いて、抜

いた歯を冷凍保存しておくと、将来何らかの理由で無くなったり、

抜いたりした時にその冷凍しておいた自分の歯を移植すれば、

きれいに治ってまいります。移植して７年経過したら、骨がびっし

りできてきれいに治ってまいります。これが自分の組織で自分の

歯、歯を引っ越しさせてきれいに治すということができるというの

で、ちょっとしたブームを「自家歯牙移植」で起こせたかななんて

我々勝手に自負しているところであります。 

歯科の世界も非常に進歩しております。これからお身内の方が

歯科医や歯の再生医療に興味をもたれて大学や大学院を目指

す場合は是非お声掛け下さい。 

 

■出席報告  出席委員会 

２０１３年１０月１７日（木） 会員数 ８５名 

出席 ６８名  欠席 １７名 

来賓  １名  来客  １名 

１０月３日例会出席率  １００％ 

■来客紹介  ﾛｰﾀﾘｰ家族親睦委員会 

河田 俊嗣 様（卓話者） 

福田  翔 様（広島城南） 

■次回例会  ２０１３年１１月７日（木）１２：３０～ 

卓話  『人生一世紀時代にこう変わる！ 

                これからの生活支援ｻｰﾋﾞｽ』 

〜知っていますか？ほんとうの生活ニーズ〜 

 リエゾン地域福祉研究所 

 代表  丸山 法子 様 

食事 和食 

卓話 


