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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは  

今月は「平和紛争予防月間」

ということで、防災について

前新潟県知事、現衆議院議員

泉田 裕彦様の卓話予定でし

たが、衆院本会議の開催中に

つき都合が悪くなり、変わっ

て長岡市で沢矯正歯科医院を

開業されておられます澤 秀一郎先生から卓話

をしていただきます。澤先生は中越地震発生直後

に被災者の非難現場に出向き、災害時の歯科衛生

を通して疾病予防に尽力され、その活躍ぶりが一

部の新聞に紹介されています。「平和紛争予防」

とは違う内容になるかも知れませんが、災害時の

歯科衛生についてお話をしていただきます。 

沢先生よろしくお願い申し上げます。泉田裕彦衆

議院議員秘書 飯塚 康介様ようこそ三条北ロ

ータリークラブにお越しくださいました。ありが

とうございます。 

大寒が終わって、暦の上では立春を迎えました。

寒さが明けて、三寒四温を繰り返し春に入る季節

ですが、当地では先週に続いての大雪に見舞われ 

ました。先週はそんな大雪の中で、1月 30日に新年会を開きました。花井親睦活動委員長はじめ親

睦活動委員会皆さんのおかげで、珍しくも新春にふさわしい「日本万歳獅子舞」で宴を盛り上げて

いただきありがとうございました。出席された皆さんもありがとうございました。 

先日 2月 3日(土)は節分でした。三条名物「本成寺の節分祈願 鬼踊り」が開催されて、土曜日と

おだやかな天候が重なって、3万人近い参拝者あったとのこと、大盛況で誠に喜ばしいことだと思っ

ています。私は本成寺さまの鬼踊りを観に行かなくて申し訳なく思っていますが、その代わりと言

っては申し訳ないのですが、県外の別の会場で、「年男」として裃、袴姿になって副豆を撒いてきま

した。証拠の記念写真を撮ってきてあります。 

先週から今週の間に残念なことが二つありました。一つは 1月 31日の皆既月食を見られなかったこ

とです。夕方空が曇っていたのでダメだとは思いましたが、それでも 9時と 10時に二回外に出て確

かめましたが、やはりダメでした。次に見られるのは 7月 21日とのことですので、カレンダーに記

本日の行事：卓話「防災と肺炎防止」 

 

◆本日の出席：６５名中３１名    

◆先々週の出席率：６５名中５０名 76.92％ 

          （前年同期 81.54％） 

◆本日のゲスト：(医)沢矯正歯科医院院長 

歯学博士 澤 秀一郎 様 

     泉田裕彦事務所 飯塚 康介 様  

                

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 ２月２日吉田ＲＣ 岡田 健 

５日三条南ＲＣ 田中耕太郎 

       石川勝行、落合益夫 

    

＊本日の配布書類等  

・週報№1487  

・ロータリーの友２月号 

・ガバナー月信２月号（閲覧） 

・ロータリー手帳申込み（回覧） 

・寄付申告用領収証（該当者） 

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org
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会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
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入して見逃さないようにしようと思っています。二つ目は映画「ミッドナイトバス」を日曜日に見

に行く予定でしたが、除雪作業で疲れ果て、家での休息を優先してしまいました。上映期間がいつ

までかを調べてみましたが、上映時間の案内はあっても、上映期間については表示を見つけられま

せんでした。映画館によって予定を変更することがありますので、その都度注意して確かめてくだ

さいとのメッセージです。ほぼ全編地元ロケで行われた話題作品ですので、見逃すことのないよう

に注意しなければと思っています。皆さんの中で上映最終日を知っている人がいましたら、是非教

えていただきたく存じます。 

今週も大雪、風雪、凍結注意が報じられています。私たちもお互い体調を崩さないように気をつけ

ましょう。 

幹事報告：石黒隆夫幹事 

・川瀬ガバナーエレクトより 国際協議会参加協力のお礼 

              会員全員にお土産が届きましたので配布しました。 

・東京ＲＣ熊平雅人会員より 「抜萃のつゞり７７」恵送及び配布のお願い 

理事会報告：第８回平成３０年２月６日（火）11：30～12：30於：三条ﾛｲﾔﾙﾎﾃﾙ 

出席者：渋谷義徳、高橋研一、渕岡 茂、石黒隆夫、石川勝行、松山浩仁、金子太一郎 

石川友意、岡田 健、花井知之、外山晴一、外山裕一、今井克義  

出席数１３/１５(内委任状３) 

協議事項１.新年会決算報告         承認  

     2.米山奨学生受け入れ依頼の件   承認 

       3.移動例会企画案の件       承認 

       3/20（火）ロイヤルホテルにて昼食後移動 

 会場：(株)ワイ・イー・データ（見附市） 

      4.日本ボーイスカウト新潟連盟協力要請の件  承認 

        スマイルＢＯＸより１万円協力 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス６日現在累計２５０,０００円＊＊ 

笹原 壯玄君 節分鬼踊り、盛大裡に終わることができました。有難う御座いました。 

 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス６日現在累計４１８,０００円＊＊＊＊＊ 

笹原 壯玄君 節分鬼踊りにはご協力頂き感謝申し上げます。晴天に恵まれ大勢の参詣者

に溢れました。 

花井 知之君 協力します。 

早川 瀧雄君 米山ＢＯＸ担当、誰もいなかったので代役、梨本さんに協力です 

梨本 文也君 協力いたします。 

 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス６日現在累計６０１,０００円＊＊＊＊＊＊ 

小林 繁男君 孫が新大に合格しました。澤先生ご講話宜しくお願いします。 

笹原 壯玄君 この度の節分行事には多大なご協力を頂き有難うございました。お陰様で天候に恵

まれ、盛大で賑やかな鬼踊りになりました。 

渋谷 義徳君 澤秀一郎先生お忙しい中をお出で頂き有難うございました。よろしくお願い申し上

げます。 

石黒 隆夫君 澤秀一郎様、飯塚康介様、本日はようこそ三条北ロータリークラブへ。宜しくお願

い致します。 

佐藤 弘志君 澤様、卓話よろしくお願い致します。 

馬場直次郎君 この豪雪、かつての３８豪雪を思いださせます。めげずに頑張ベエ― 

今井 克義君 澤先生お久しぶりです。卓話楽しみです。 



                    3              三条北ロータリークラブ週報 

 

渕岡  茂君 澤先生、本日は大雪の中ようこそ三条北ＲＣにお出かけいただきありがと

うございます。 

石川 友意君 澤先生の卓話に感謝して!! 

本間建雄美君 いつもニコニコＢＯＸにご協力ありがとうございます。今後もＢＯＸ宜し

くお願い致します。 

 

本日の行事：卓話 「防災と肺炎防止」 

挨拶：泉田裕彦事務所 飯塚康介様 

本日お話しをさせて頂く予定でおりました泉田は朝から本会議と委員会がかさ

なり、お伺いできませんでしたことをお詫び申し上げます。 

泉田とも関わりが深く、防災、予防歯科の面でもご活躍されております澤先生

から急遽代役をお引き受け頂きました。今日長岡からの車の中で、澤先生とお

話をさせて頂き、私自身も今日の卓話が非常に楽しみです。又、皆様に於かれ

ましては地元三条で奉仕の精神でご尽力されている事に敬意を表します。本日

は宜しくお願い申し上げます。 

（医）沢矯正歯科医院 院長・歯学博士 澤 秀一郎 様 

この度、前新潟県知事で現

衆議院議員の泉田裕彦様か

ら、卓話のピンチヒッター

を依頼されました。 

ちょうど国会での公務が入

り、私の友人で「長岡の歴

史を伝える会」の副会長と

して、元ロータリー地区ガ

バナーの鈴木重壱氏と共に

私を支えて山本五十六元帥の遺品３５００万円

を集めた小熊正志氏の頼みでした。そこで故長

島忠美氏と共に中越地震で大変お世話になった

泉田様に少しでもお役に立つならと「防災と肺

炎予防」のテーマで少し資料を提供し、お話し

させて頂きます。 

今「口腔ケア」という言葉がよく使われていま

すが、阪神大震災の時にはまだうまく機能せず、

中越地震や、中越沖地震で歯科医が避難所に出

向いて口腔ケアをさせて頂く事により肺炎によ

る避難所での死亡を防ぐ事ができました。歯ブ

ラシによる歯肉みがきで誤嚥性肺炎の防止も効

果的です。糖尿病にも有効です。 

今、歯科医師会は口腔ケアで誤嚥性肺炎を防ぐ

事に力を入れています。 

歯並びを治す、虫歯を治療する事もとっても大

事ですが、歯を使って食べる楽しみ、食べる事

によって長生きできる、誤嚥性の肺炎が無いだ

けでも寿命が延びる事が分かってきました。又、

私たち歯科医は糖尿病にも注目しています。糖

尿病と歯周病はリンクしています。 

糖尿病を防ぐためにはどうすればいいか。皆さ

んに歯ブラシをお配りしました。実は子供用で

すが大人も使えます、柔らかいのでちょうどい

い。私もいつも持っています。新幹線に乗って

いるとき等チョットこちょこちょ歯茎を磨く、

妻楊枝代わりです。歯はついでに磨く。昔は歯

槽膿漏と言っていましたが、歯周病になりやす

い。そこから糖尿病が悪くなっていく。歯茎を

磨くことによって防げるのでは。「ためしてガッ

テン」でやっていたのをたまたま見たのですが、

肺炎を防ぐ３つの方法。手洗い、うがい、歯肉

磨きの中で一番は歯肉磨きでした。この小さい

歯ブラシに意味がありますが、歯茎、粘膜をマ

ッサージする（磨くのではなく）。肺は米粒一つ

入っても腐敗します。年齢と共に誤嚥性の肺炎

で亡くなる方が多くなります。死因はガン、脳

梗塞、三番目が心筋梗塞だったのが今は肺炎に

なっています。誤嚥性肺炎を防ぐ事ができたら

平均寿命はもっと延びます。 

医療費を下げる一番いい方法は予防です。少子

化で労働力が・・・と言われていますが、私た

ちが１００歳まで元気でいたら働けます。 

別腹という言葉はご存じだと思いますが、ある

女性だけ４００人位の講演会で皆さん寝てしま

って困ったなと思いましたが「皆さん、別腹あ

りますか」と呼びかけたら全員が「はい」と言

われました。何処にありますか「お腹」と答え

がありました。正解ですが実はもう一つ頭にあ

ります。好きな物を見るとお腹の中で消化吸収

が早まって空洞ができます。頭（脳）はチョッ

ト馬鹿ですが、胃は敏感です。 

別腹理論、私が考えた事ですが、私は余り多く

食べられませんが、食事の時に「わあ美味しそ

う」と言って食べると、私の様に消化吸収力の
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弱い者には全部栄養になる可能性があります。

だから「何だこれ」と思ったときに損をするの

は自分です。奥様のお料理を「わあ美味しい」

と褒めることは自分の為です。ただ気を付けて

頂きたいのはよく確かめずに「お前の作った料

理は美味しい」と言うと「○〇〇のよ」と言わ

れることが私は時々あります。 

とにかく美味しそう、食べたいという気持ちが

大事です。心と体は繋がっています。食べると

いう事は口腔ケアに繋がります。 

私はホノルルマラソンに出ましたが、外で練習

する時間が無くて家の中でやっています。テレ

ビを見ながら手は歯磨き、足は動いています。

無理することは無いですが、健康ケアは歯だけ

ではダメ、体も元気でという事を考えると、乍

ら磨きは結構いいと思います。お風呂に入りな

がら、テレビを見ながらです。 

小さい子供さん、お孫さんに「歯を磨いてこい」

と言っても、皆さんが暖かいところでテレビを

見ているのに子供だけに寒い洗面所でというの

は無理です。家族全員で一緒にテレビを見なが

ら歯磨き粉を付けても付けなくても水で濡らす

だけの歯ブラシでいいです。歯茎をマッサージ

する様に磨くだけでいいです。ついでにエクサ

サイズが必要です。怪我は治りますが、寝たき

りになって治った人は見たことがありません。 

頭を使う、動くという事は長生きの為には必要

です。災害の時もそうです。 

歯科医を選ぶ規準 

・治療はできるだけ痛くないこと 昔のように

「我慢しなさい」という時代は終わりました。

ほんの少しの麻酔で快適に治療する事が出来る

様になりました。常に不安感を柔らげてくれる。 

・倫理的な歯科医院 目先の事でなく、将来の

事まで考えて治療する。 

余談ですが、私の同級生の桜井よしこさんを４

月に呼ぶことになりました。桜井さんは長岡出

身で、新潟が大好きです。政党政治ではなくて

日本を守るために何かできることはないか。と

いう事を話してくれます。復興のことにも大変

関心を持っています。よろしければ皆さんも是

非いらして下さい。 

私はもうすぐ７３歳になりますが、私たちが元

気にならないと無理です。元気な姿を見せて自

分も元気になろうと思って貰えると思います。 

今日はどうも有難うございました。 

 

 

 

ロータリー平和センターのビジョン 

「持続可能な平和」 
 

平和構築、紛争解決、紛争予防に 

貢献できる平和構築者の 

世界的なネットワークを築く 

 

平和構築者のエンパワメント 

専門知識とスキルの向上 

平和構築活動のリーダーを育成 

 

 

 


