
第 1.45１回例会    平成 29 年 8 月 2 日(水) 

＜今日のプログラム＞ 

1.）点      鐘    国歌斉唱 

2.）ロータリーソング   「奉仕の理想」 

3.）４つのテスト唱和 ４．）本日のビジター紹介                

5.）会長の時間    6.）幹事報告        

7.）出席報告     8.）ハッピーBOX披露 

9.）各委員会  

10.）会員卓話「小牧義隆会員」 

11.）ＳＡＡより次週例会案内 

12.）  点  鐘      ＜理事･役員会＞ 

第 1.450回例 平成 29 年 7 月 26 日（水）の記録     

■4つのテスト唱和       田邉揮一朗会員 

言行はこれに照らしてから 

1. 真実かどうか 

2. 皆に公平か   

3. 好意と友情を守れるか 

4. 皆の為になるかどうか 

■ 会 長 の 時 間       

会長 郡司武俊会員  

1450 回の例会です。本日も

職業に関する内容のお話を

させて頂きます。虫歯とはミ

ュータンス菌すなわち虫歯

菌がどのようにして虫歯を

作るかですが、 

口の中に砂糖やでんぷんが

入ってくると虫歯菌は酸をつくり派の表面を溶か

します。炭酸飲料、みかんなどのかんきつ類など酸

の強いものを頻繁にとると葉が溶け出す酸蝕症に

なります。人の PHはまちまちで 5.5 の人もいます

し７．５の人もいます、一般的には６．５から７．

５の間です。食事をすると PH が３まで落ちます、

この状態は一過性に歯の表面が酸でぼろぼろにな

っています、唾液に含まれているカルシュウム、リ

ンで修理して 40 分たつと葉の表面は元に戻ります、

これを歯の再石灰化といいます。この働きを促進さ

せるガムがあります。歯にしみこみやすいカシュウ

ム・フッ素を含んだガムです。グリコの出している

ポスカ、このガムを咬むことで、酸によって溶け出

したカルシュウムを補って歯をすばやく修復しま

す。ともかくポスカを咬むことで、唾液の流出が促

進され、歯の再生石化日が進む、日頃からいい唾液

をたくさん出す生活に心がけましょう。 

■幹事報告        幹

事 梶田與之助会員 

＜文書報告＞「第 16 回ロータリ

ー全国以後退会」のご案内～日

時：2017 年 10 月 14 日（土）場

所：東京 

＊ ロータリーの友地区代表

委員～ロータリーの友購読と日

頃の RC 活動への活用のお願い。 

＊ ＊RI人等分担金前期分支払い済＝1ドル 111円換

算￥94.017 送金しました。 

＊ 2017-18年度地区大会のご案内～日時：9月 29日・

30 日･10 月 1 日登録料:10.000 円 

 会員交流代懇親パーティー 会費:8.000 円 

 RI 会長代理歓迎晩餐会 会費:10.000 円 

 ガバナー補佐、部門長、クラブ会長、幹事合同協議

会 9 月 30 日 受付 8:30～閉会:10:30 

 会長研修会：29 日受付 12:30～閉会１６：００ 

記念ゴルフ大会 29 日場所：フェニックスカントリー

クラブ 参加費￥3.000 プレー料 12.000（食事代は含

まず） 締め切り 8 月 26 日（土） 

■ 出 席 報 告           

内藤昭子会員  我が家の愛犬がこの暑さで弱って

おりまして毎朝見るのが怖い状態です。少しでも長生

きしてもらいたいものですね。 
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         週報 佐土原ロータリークラブ 
          会 長：郡司 武俊  副会長 ：鸙野 隆春  RI2730地区ガバナー 押川 弘巳 

          幹 事：梶田 與之助 会 計：太田 雅文  中部分区ガバナー補佐 久寿米木和夫 

          事務局：吉野由里子 会報委員：藤堂孝一 RI 会長テーマロータリー：変化をもたらす 

          例会場：ﾜｰﾙﾄﾞｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｾﾝﾀｰｻﾐｯﾄ 2730地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』  

          例会場住所：〒880-8545宮崎市大字塩路浜山  

          例会場 TEL :0985-21-1133・FAX 0985-21-1144     

          事務局住所：宮崎市佐土原町下田島 11703-18 TEL0985-62-7833 FAX0985-62-7877    

RI テーマ 

ロータリー： 

変化をもたらす 

 

会員数   26 名 

免除数    2 名 

出席数   15 名 

欠席届   11 名 

MU 届    0 名 

出率   60.0％  



■ハッピーBOX 披露       中武幹雄会員   

＜ニコニコへ＞●中武ちづ子夫人～クラブの繁栄を

お祈りいたします。お花をありがとうございました。 

＜財団へ＞●岩切正司会員～

例会出席に励みましょう。 

久々にこの席に立ちますがな

かなかいいものですね。 

我が家も双子の孫がすくすく

と育っています。 

 

 

■     委員会年間活動計画         

委員会活動方針は計画書通り

進めていきたいと考えており

ます。財団への協力をよろし

くお願いします。 

我が家にはウサギを飼ってお

りまして、家にいるときは窓

を開けて、留守するときはエ

アコンをつけてかっておりま

す、普通とちょっと違うところですね。 

●ロータリー財団委員長   ●柳田光寛会員 

会員増強今年の目標は 30 名

を目指しております、4 名の

純増ですが皆さんの情報推

薦をよろしくお願いします。 

余談ですが私は 30 本の歯を

問題なく残っていて大事に

磨いております。8030 を達成したいと努力します。 

●会員増強委員会      ●太田 忍会員 

■     30 周年実行委員会より        

24 日に佐土原高校に打ち合

わせに行ってきました。コン

セントの位置は沢山あり問

題ないようですので早めに

取り付けの準備をしたいと

考えていますのでよろしく

お願いします。 

藤堂孝一会員  

先日建設業関係の仲間と発注者・

コンサルタントの会合を持ちまし

た。悪いことではないので早く実

施していい仕事をする為の勉強会

をしていくこととなりました。 

8月 3日に 30周年委員会を開催し

ます。女島 6 時 30 分開始 

 宇治橋信雄会員 

■   佐土原 RC8 月度例会案内      

＜平成 29年８月度例会案内＞ 

■8月 16日は特別休会です。 

８月  ２日＝ 会員卓話「小牧義隆会員」  

 ＊米山奨学金授与 

＊宮崎北 RC～地区大会実行委員長「片地昭次会員」      

８月  ９日 ＝  山脇名誉会員卓話 

８月 ２３日 ＝ 会員卓話「太田雅文会員」 

８月 ３０日 ＝ 会員卓話「林 重元会員」 

                       ＊チャリティ L 

※以上 例会は  

 「ワールドコンベンションセンターサミット」です。    
■       例会の様子            

 

ホテルからの案内 

ホテルの案内を皆さんにお配

りしました。一流の商品をそろ

えておりますので皆さん是非

ご利用ください。 

 

 

 

 

連絡事項 

 週報委員会からのお願いです、今後の週報の内容

を充実させるために卓話、3 分間ＳＰ、の原稿をよ

ろしくお願いします。又、皆さんからの情報を寄稿

して下さい。ペットの写真、子供お孫さんの写真な

ども歓迎します、又、事業所の宣伝などもよろしく

お願いします。 編集委員 藤堂孝一 


