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＊１０月のプログラム予定＊

１．会長の時間

第

会 長

2日 内部卓話 津々良洋一職業奉仕委員長
10日(金) 観月例会 18:30～かんぽの郷宇佐
16日 公式訪問前クラブ協議会
24日(金) ガバナー公式訪問四クラブ合同例会
12:30～宇佐ホテルリバーサイド
30日 内部卓話「西全州RC訪問報告」

平成

年

９月２５日
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松成 篤氏（宇佐矯正歯科クリニック 院長）

 ビジター
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会長の時間

臼杵 確会長

みなさんこんにちは。

自分の身に置き換えたときに紳士な行動ができるかは

近年は2720地区の委員会の活動が活発になっており、

まだ？でした。

今年度、宇佐RCからは新開会員が地区会員増強委員

ところが昨日のことです。大分市内に用事があり、

として、今日も中津平成ＲＣで増強活動をしていただ

ことのついでに買い物をした時に、４機あるうちの２

いております。また先日はクラブ研修リーダーを佐藤

機のレジが開いており、当然並びの少ないレジを選ん

会員が快く受けてくださり、さっそく近々セミナーに

だのですが二人前のお客さんの商品に不具合があるら

参加していただく予定です。両先輩お二人のご協力に

しくレジが進む気配がありません。私がとっさにもう

この場をお借りして深くお礼申し上げます。

一方のレジへ移動すると、先ほどまで私の前に並んで

以前にも話をしましたが、ロータリーに在籍して先

いた30代ほどのお兄ちゃんも私の後ろへ移動してきま

輩方の優しく深く思いのあるジェントルな姿勢を学べ

した。あまりにレジ待ちが多くなったので、ヘルプで

ることが私の実りだと感じております。ただ、これを

３機目のレジを開けた店員さんが私をそのレジに誘っ

事務局

〒872-0032 大分県宇佐市江須賀2999-2 (株)ユニックス内
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てくれたのですが、本来はそのお兄ちゃんが先に並ん
でいたので彼に譲りました。「いいんですか？」と驚

４．理事会報告
1）１０月のプログラムについて；承認

いていましたが笑顔で「どうぞ」と答える私がいまし

2日 内部卓話 津々良洋一職業奉仕委員長

た。支払を済ませた彼は、帰りしなに私にも挨拶をし

9日→10日(金) 観月例会 18:30～ かんぽの郷宇佐

てくれ、私にとって気持ちの良い出来事でした。
話しは変わりますが、先週の土曜日に山香で米山セ
ミナーが開催され、河村会員、藤林会員、佐々木幹事、
私の４名で参加してきました。

16日 公式訪問前クラブ協議会
23日→24日(金)

ガバナー公式訪問（四クラブ合同）

12:30～ 宇佐ホテルリバーサイド
30日 内部卓話 西全州ＲＣ訪問報告

その中のひとつが学友会についてでした。他地区で

2）西全州ＲＣ訪問日程について；承認

は米山学友会という奨学生の会が多く活動しているよ

7日(火) 出発、夜：姉妹クラブ調印式

うですが、当地区には無く、九州単位の九州学友会に

9日(木) 帰国

所属しているそうです。そこで元奨学生で別府市在住
の全紅女さんが発起人になり、RI第2720地区学友会準

3）砂山正則会員の出席免除について；承認
５．お知らせ

備委員会を立ち上げ、これからいろんな活動をしてい

1）出欠の回覧中です（観月例会、公式訪問例会）

くそうです。その活動のための資金が必要なのですが、

2）当クラブのクラブ研修リーダーに佐藤憲三郎会員

自分たちで汗を流して活動費用を集めるべく、リサイ
クルマーケットを開催するのでロータリアンの皆さん
のお宅で不要な品がありましたら協力してください。
とのことでした。

を選任しました。
６．欠席連絡
宮本順二会員、和田久継会員
７．本日の当番

また現在、当地区では１５名の奨学生がいますが、

竹田 豊会員、津々良洋一会員

その内訳は中国７名・韓国４名・台湾２名・タイ１名・
スリランカ１名で、アジアの視点から見ても偏ってい
るように感じました。ガバナーも感じているようで、
一国の比率を３０％にしていきたいとのことでした。
皆さんにも米山奨学生にご理解とご協力をお願いし

委員会報告
◎社会奉仕委員会

末宗為十委員長

先日の花壇の整備は、多くの方のご
協力できれいになり大変ありがとうご

ます。

ざいました。また会長、幹事のおかげ
で23日に交通安全の看板を立てる事が

幹事報告

佐々木正博幹事

１．来信

できました。まだご覧になっていない方は例会の帰り
に是非通ってみてください。昨日は川端副委員長が苦

1）米山月間資料；配布

土石灰をまいてくれました。10月4日の朝には花植え

2）宇佐八幡ＲＣより

を行いますのでご協力よろしくお願いいたします。

①公式訪問について(案)･･･裏面に掲載
②四クラブ合同例会について(事前連絡)
11月7日(金) ソフトボール大会と夜間合同例会
3）10月ロータリーレートは、1ドル=106円
２．例会変更

◎広報委員会

本庄伸子委員長

本日10時15分より、ノースＦＭにイ
ンターアクトのみなさんと出演してま
いりました。ご協力いただいた方には

中津平成RC：10/30(木)は休会

お世話になりました。

※その他クラブの例会変更の確認は、事務局まで。

また国際奉仕からですが、西全州RCのみなさんへ

別府RC(10/10・10/17・10/24)、別府北RC(10/15)

のお土産としてミニ鏝絵を考えており、本日サンプル

別府中央RC(10/14)

がありますのでご覧ください。

３．週報受理

中津平成RC

スマイルカード

石部幸二委員長

臼杵 確会長：宇佐矯正歯科クリニックの松成篤院長、
今日はありがとうございます。宜しくお願いします。

歯科矯正学とは？
歯の不正咬合の矯正を目的とする科学。簡単に言う
と、良い噛み合わせをつくる学問、医療。

／社会奉仕委員長、参加された皆さん、フラワーロ
ード花壇整備おつかれ様でした。／今日はインター
アクト生がラジオに生出演しました。本庄委員長お

不正咬合とは？
歯、顎、顔面頭蓋に何らかの原因で形態上あるいは
機能上の異常をきたし、正常な咬合を営み得ない状態。

つかれ様でした。
佐々木正博幹事：斉藤委員長、本庄委員長インターア

・環境的要因によるもの

クトのノースＦＭ出演おめでとうございます。

吸指癖（指しゃぶり）、食い縛りなどの悪習慣

／末宗委員長、フラワーロード花壇きれになりまし

外傷、むし歯・歯周病による歯の喪失、位置異常

た。ありがとうございました。

顎骨の発育異常 等

末宗為十会員：①先日は大勢の会員皆様のおかげで、

・遺伝的要因によるもの

フラワーロード花壇がきれいになり大変お世話にな

先天異常（唇顎口蓋裂、ダウン症候群、先天性無

りました。花壇には安全標語が設置され、あとは10

歯症 等）

月4日に花を植える事になっています。よろしくお
願いいたします。②松成篤院長卓話よろしくお願

代表的な不正咬合の種類

いします。

１．上顎前突（出っ歯）

本庄伸子会員：本日ノースＦＭにインターアクトクラ
ブのみなさんと出演しました。ご協力いただきまし
たみなさんありがとうございました。

２．下顎前突（反対咬合、受け口）
３．開咬（噛んでも垂直的・水平的に上下の歯が接触
しない）

幡手一義会員：松成先生、娘が研修時代お世話になり

４．過蓋咬合（深い噛み合わせ）

ました。今は日出の山下歯科で頑張っています。

５．交叉咬合（臼歯の反対咬合）

佐藤憲三郎会員：ノースＦＭ聴きました。斉藤委員長

これらに歯の位置異常の問題として、

お疲れ様でした。／クラブ研修リーダーに任命され

１．叢生（乱杭歯）＝歯のでこぼご

ました。出来る限り頑張ります。

２．空隙歯列（すきっ歯）

を合併する。

津々良洋一会員：先週社会奉仕フラワーロードの手入
れに出られず、すみませんでした。

歯科医療の中での役割

是永潤一会員：松成先生よろしくお願いします。

○不正咬合による障害の改善

石部幸二会員：松成先生ようこそ宇佐RCにいらっし

１．生理的障害

ゃいました。卓話よろしくお願いします。

ニコニコ累計

・咀嚼機能の障害･･･噛めずに丸飲みすると消化
機能にも影響

１２１，０００円

・発音の障害･･･舌足らず（特にさ行）
・顎骨の正常な発育に及ぼす障害
２．病理的障害

外部卓話
「歯科矯正について～その社会的役割～」
宇佐矯正歯科クリニック
院長 松成 篤氏

・齲蝕（むし歯）発生の一つの原因
・歯周組織疾患（歯周病、歯槽膿漏）の一つの原因
・外傷受傷の遠因
・補綴的修復の障害

香々地町出身｡大分県立高田高校

・顎関節異常の一原因

～神奈川歯科大学卒業｡
2006年宇佐市辛島にて開業｡

３．心理的障害･･･お子さんに多く､不登校の原因にも
・見た目でからかわれる、いじめられる

社会的役割

社会奉仕委員会
9月20日(土) フラワーロード花壇整備
（看板設置準備）16名参加

・良く噛める様になり
・明瞭な会話ができ
・顎の発達が正常な軌道に乗り
・歯及びそれを取り巻く環境の健康が期待され
・快適な社会生活が送れる

不正咬合の改善によるQOL(quality of life)
の向上が歯科矯正の社会的役割である。
よくある質問等、詳しくはホームページにも掲載され
ていますので、ぜひご覧ください。

http://www.usa - ortho.com/

9月23日(火･祝) 交通安全看板設置

出席報告

山上明宣委員長
第2318回（9月25日）

会 員 総 数

33名

（内出席免除 ）
出

席

1名

数

30名

（ 内 事 前 M U）

5名

欠

席

数

2名

出

席

率

９３．７５％

事前MU
河村会員(米山セミナー)、新開会員(中津平成RC）
藤本会員(臼杵中央RC）
竹田会員・藤林会員(フラワーロード花壇整備)
欠席者 宮本会員、和田会員

広報委員会・青少年奉仕委員会
9月25日(木) 10:15～
柳ヶ浦高校インターアクトクラブ NOAS FM生出演

※出席率の更正
◎9/11の出席率は84.38％→８７．５０％に更正
事後MU

河村会員(フラワーロード花壇整備）

◎9/18の出席率は93.75％→１００％に更正
事後MU

新開会員(中津RC)
松永会員(フラワーロード花壇整備）
閉会点鐘 発行 平成26年10月2日

