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クラブ年度方針

『 明るく、生き生き、元気よく』

Ｔｗｏ Ｗｅｅｋｓ Ｒｅｐｏｒｔ

点鐘・開会宣言・歌唱 第１８例会記録(プログラム)

｢ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を｣

【第３５回 ４月３日(木) 】
＊入会式

谷野 功明(やとの のりあき)会員 貸植木･造園･植物販売業

紹介者:菊池幸治会員､小山泰介会員
喜多川亮平(きたがわ りょうへい)会員 生命保険営業

紹介者:菊池幸治会員､小山泰介会員

☆歓迎の挨拶 鈴木良一会長
谷野さん､喜多川さん､ご入会おめでとうございます。

お二人が入られて32名となりました｡私が会長になった
時は27名だったのですが､何とか5名増えました｡
私の在任中に目標の35名を達成出来たらと思います｡
お二人のお仲間も是非入れていただきたいと思います｡
☆新会員挨拶
・谷野功明会員
このたび入会のご承認をいただき､晴れて会員となれ

ました｡まだ若輩者ではございますが､これから諸先輩方
に色々教わり一人前のﾛｰﾀﾘｱﾝになりたいと思いますので

報告
＊理事会報告
1.6月の予定
6月 1日(日) 5月29日(木)の移動例会 多摩川清掃

5日(木) 卓話 田名網成彰会員 新旧合同理事会
12日(木) 新旧ｸﾗﾌﾞ協議会 委員長退任挨拶
19日(木) 次年度練習例会 理事退任挨拶
26日(木) 夜間例会 最終例会

2.3月27日(木) 花見ご夫人ﾃﾞｰ決算書 承認
3.奉仕5団体ｺﾞﾙﾌの件 5月13日(火)川崎国際ｺﾞﾙﾌ場
4.5月17日(土) 移動例会 献血の件
5.5月19日(月) 移動例会 川﨑高津南RC20周年の件
6.6月26日(木) 最終例会の件 ｶｸﾃﾙｼｮｰ

＊委員会報告
会員増強･退会防止委員会 大橋健治委員長

昨日会長と会員増強ｾﾐﾅ-に出席しました｡ 当ｸﾗﾌﾞは
新会員が多いということで､名前を挙げて褒められま

に色々教わり一人前のﾛｰﾀﾘｱﾝになりたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。
・喜多川亮平会員
このたび承認していただきまして誠にありがとうござい
ます｡年齢はおそらく一番若い32歳です｡下からこの会を
盛り上げていけるように頑張っていきたいと思います。

＊会員卓話「スクラビング法」
森山圭介会員

以前の卓話でも歯磨きの仕方についてお話をしたので
すが､それからかなり時間がたっているのでおさらいが
てらｽｸﾗﾋﾞﾝｸﾞ法という歯磨きについてお話をしようと思
います。

歯磨きの際､ﾌﾞﾗｼの毛先が届いてほしい部位は｢歯と
歯の間｣｢歯の付け根と歯肉の境目｣です｡正しくない歯磨
きはいわゆる｢ただの横磨き｣です｡この磨き方は､今言っ
た歯と歯の間や歯肉との境目の上をただ通り過ぎるだけ
になってしまいます。
[歯ﾌﾞﾗｼのあてかた] 歯ﾌﾞﾗｼを歯に対して90度の角度で
毛先を歯肉と歯の境目にあてます。
[ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ法（ｽｸﾗﾋﾞﾝｸﾞ法）] 歯ﾌﾞﾗｼを90度に保ったま
ま小刻みに振動を加えるように横に動かします｡この時
力が入らないように心がけます。毛先を強くあてて長年
動かしてしまうと歯や歯肉を削り､知覚過敏や虫歯の原
因になります。
このｽｸﾗﾋﾞﾝｸﾞ法という磨き方は歯周病になりやすい部

分の歯と歯肉の境目や歯と歯の間にも合う程度毛先が入
り、歯垢除去効果があります｡但し､先ほども言ったよう
に大きく動かさないでください。
[電動歯ﾌﾞﾗｼについて] 電動歯ﾌﾞﾗｼは大きく分けて｢振
動型｣と｢回転型｣の二種類あり､どちらも使い方は同じで
す｡ﾌﾞﾗｼの当て方はｽｸﾗﾋﾞﾝｸﾞ法の当て方と同じです｡歯面
にあてたらﾌﾞﾗｼを動かさずﾌﾞﾗｼの振動で歯を磨きます。
奥歯からあててそのまま手前にゆっくりと前方へ移動さ
せます。ご清聴ありがとうございました。

新会員が多いということで､名前を挙げて褒められま
した｡この調子で頑張って行きたいと思います。

谷野新会員 喜多川新会員



*4/3 (会員敬称略･順不同)
鈴木良一 谷野さん､喜多川さん入会おめでとうござい
ます｡ﾛｰﾀﾘｰを充分楽しんで下さい｡
三家 護 4/6～4/15春の全国交通安全運動が開催され
ます｡4/7入学式おめでとうｷｬﾝﾍﾟｰﾝが行われます｡ご協力
よろしくお願い致します｡
菊池幸治 谷野会員､喜多川会員､本日入会おめでとうご

ﾆｺﾆｺﾄﾞﾈｰｼｮﾝﾒｯｾｰｼﾞ

【第３６回４月１０日(木)】
会員卓話｢新市長に変わって」

川崎市会議員 青木功男会員

6ヶ月前に川崎市長が代わりました｡それに関連して予
算について質問されることが多いのでお話ししようと思
います。
1.ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ

消防法が変わり一般人も消火栓を開けてよくなりま
した｡そこで使いやすい消火栓･排水専用ｽﾀﾝﾄﾞﾊﾟｲﾌﾟｾｯﾄ
に補助金を出すことになりましたので､皆様ご検討くだ
さい。
2.待機児童について
新市長は待機児童ｾﾞﾛを公約に挙げました。

しかし川崎市の保育園の定員は余っています。待機児童
と言われる子供の9割は0～2歳児です。定員を増やして
も待機児童は減りません｡かなりの確率で幼稚園に行き
ます｡保育所を増やすと補助金が必要です｡有効利用の点
から疑問があります。
3.中学校給食の実施
学校給食の実施についてｱﾝｹｰﾄを採ると､親は9割が賛

成ですが､子供は3割程度です｡しかし選挙に影響がある
のは親の世代です｡再策というのが誰のためのものか考
えてしまいます｡実施するとなるとｾﾝﾀｰ方式でも費用は
200億ほどかかるので選挙だけでなく費用をどうするか
ということも考えなければいけません。
4.川崎市は20年経てば人が減ります｡新市長はいろんな
政策を立て予算も組めましたが､26.6億円の消費税の増
税分というまだ入っていない税金を充てて予算が組まれ
ています｡児童の問題だけでなく､介護福祉などとのﾊﾞﾗﾝ
ｽをﾁｪｯｸ､費用と効果のﾊﾞﾗﾝｽについて注意する必要があ
ります。
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4月3日 32 31 25 6 81% 8 2 81%

4月10日 32 31 24 7 77% 3 2 97%

寄付報告

月日 件 合計 累計 目標額 達成率

4/3 19 19,000 48,000 160,000 30%

4/10 13 13,000 61,000 160,000 38%

4/3 16 16,000 448,000 640,000 70%

4/10 13 13,000 461,000 640,000 72%

4/3 18 21,000 765,500 1,200,000 64%

4/10 15 23,000 788,500 1,200,000 66%

4/3 17 17,000 474,000 600,000 79%

4/10 12 13,000 487,000 600,000 81%

R財団
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米山記念
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クラブ会報委員会
石川演慶委員長 三富末雄副委員長
森山圭介委員 本藤光隆委員 編集担当：森山圭介 本藤光隆

※(R財団目標額：会員数×120㌦×100円⇒119%達成(43万円)のため 3/13より
ｴﾝﾄﾞﾎﾟﾘｵ～2018を積立 会員数×5,000円目標 米山目標額：会員数×2万円)

菊池幸治 谷野会員､喜多川会員､本日入会おめでとうご
ざいます｡
三富末雄 先日の花見ご夫人ﾃﾞｰにﾘｽﾄﾗﾝﾃ･ﾌｨｵｰﾚをご利
用いただきありがとうございました｡これからもよろし
くお願いします｡
＊4/10
鈴木良一 青木会員､卓話をよろしくお願いします｡
中田俊彦 過日はいろいろお世話になりました｡
三家 護 春の交通安全運動､本日は交通事故ｾﾞﾛを目指
す日と設定されています｡よろしくお願いします｡
青木功雄 本日はお時間をいただき卓話させていただき
ます｡よろしくお願い致します｡


