
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 もう一つの大きな柱が地区補助金です。これは自分達 

が寄付したお金を自分達が有効に使えるプログラムで 

す。ロータリー財団の使命を支える地区やクラブ活動を 

支えるために使用可能な地区財団活動資金（DDF）の 

50％までを地区補助金として申請できます。これはその 

クラブの 3 年前の寄付金の状況により補助金の額が試 

算決定されます。 

 つまり今年の（2017～18 年度）の地区補助金は 2014～ 

2015 年度の寄付金をベースに算定された様です。2018 

～19 年度は 2015～16 年が対照となります。3 年後の地 

区補助金を増やす為には 2017～18 年度の寄付が算定 

ベースとなることをお話して、一人 150 ドルを目指して頂 

きたいという話を終わります。 

 

【幹事報告】 小林 秋生 幹事 

１．小諸市社会福祉協議会より「第 38 回ふれあいまつ

り」について 

  日時 12 月 3 日（日）10 時～15 時 

  場所 小諸市高齢者福祉センター 糠塚園 

  11 月 27 日までにチャリティーバザー景品の提供をお

願いします 

２．例会変更 

佐久コスモスＲＣ １１月１３日（月） 定刻受付あり 

上田ＲＣ １２月１８日（月） 定刻受付なし 

 １月１日（月） 定刻受付なし 

 １月８日（月） 定刻受付なし 

 １月２９日（月） 定刻受付あり 

東御ＲＣ １２月１３日（水） 定刻受付なし 

 １２月２０日（水） 定刻受付あり 

 １２月２７日（水） 定刻受付なし 

上田東ＲＣ １１月２２日（水） 定刻受付なし 

 １２月２０日（水） 定刻受付あり 

 １２月２７日（水） 定刻受付なし 

 １月３日（水） 定刻受付なし 

 １月１０日（水） 定刻受付あり 

上田西ＲＣ例会時間変更 １１：３０～１２：３０ 

・例会終了後理事会 

・来週１１月２１日（火）職場訪問「長野県パトロール」直

接、長野県パトロールへお願いします。１２：３０～例会 

【本日の配布物】 

週報 1388 号、ロータリーの友 11 月号 

 

◆委員会報告 

クラブ運営委員会  黒澤 明男 委員長 

クリスマス夜間例会、大勢の皆様のご出席お願い致し

ます。 

◆点鐘 小池平一郎 会長 

◆SAA 掛川興太郎 委員 

◆ｿﾝｸﾞ 奉仕の理想 

◆ｹﾞｽﾄ 小池 吉彦様（小池歯科医院 院長） 

朴 敏 貞 様（米山奨学生） 

 

【会長挨拶】  小池平一郎 会長 
 今日はロータリー財団について少しお話をしたいと思い

ます。ロータリー財団」は 1917 年米国ジュージア州アトラ

ンタで開催された国際大会の折、アーチ・Ｃ・フランクが

「全世界的な規模で慈善・教育その他社会奉仕により良

い事をする為に基金をつくろう」と提案したことで始まりま

した。そして 1928 年この基金はロータリー財団と名付け

られました。そして 1947 年にポール・ハリスが亡くなった

のを悼み 70 ｹ国以上 30 万人以上のロータリアンが 130

万ドルを超える寄付がなされました。これを基に 1948 年

に最初のプログラム・高等研究奨学金がロータリー国際

親善奨学生に授与されました。財団はこれを契機に発展

し、様々なプログラムを展開してきました。しかしそのプロ

ジェクトの数の増大と事務手続きの煩雑により、財団の

事務機能が限界に達し、2005 年ロータリー財団管理委

員会は、2017 年に財団が 100 周年を迎えるにあたり効果

的に寄付金を使うため、財団プログラムを見直す必要性

が生じてきた事を期に、今までロータリーそのものが単年

度で計画を立案して来たことを見直し、持続性という観点

を重視する事を必要と考え、より大きな事業に力を入れ、

持続させる方が、費用対効果が高いと考える様になりま

した。そこで 2008 年「未来の夢計画」というプランを作成

しました。その骨子は「ロータリアンが人々の健康状態を

改善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通

じて世界理解、親善、平和を達成できるようにすること」と

して、標語を「世界でよいことをしよう」としました。そして

2010～11 年よりパイロット 100 地区を選び未来の夢計画

の実施を始め、いくつかの問題点を修正し、2013～14 年

より計画を実施し始めました。そして現在ロータリー財団

には・ポリオプラス・地区補助金・グローバル補助金・ロ 

ータリー平和センターの 4 つのプログラムがあります。 

 ポリオプラスは 1985 年にプログラムを開始して以来、 

1988 年には 125 ｹ国で３５万件以上発症があったポリオ 

（小児麻痺）が、ポリオの予防接種を 25 億人以上の子供 

に行い、発症数は 99.9％減少しています。 

ロータリーは 2016 年現在、ポリオ撲滅活動に 16 億ドル 

以上の資金を投入しています。会員の皆様にはポリオプ 

ラスに貢献していることに胸を張って頂きたいと思います 

 

 

◆会 長 / 小池平一郎     ◆副  会  長 / 湯本 敏晴 

◆幹 事 / 小林 秋生    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 依田 晋一 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 
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◆ニコＢＯＸ   黒澤 明男 委員長 

 

 

【本日のプログラム】 「口腔と健康長寿」  小池歯科医院 院長 小池 吉彦 様                                        

 

 

 

 

 

 

紀では先進国といわれるような国々では平均寿命は 80 歳を突破してきています。 

   しかしながら昨今では、ただ長く生きれば良いというものではなく、健康で充実した人間らしい生活を送れるか、というこ

とが重要視されるようになってきました（Quality of Life の概念）。そこで健康寿命という言葉が生まれてきました。その算

定方法にはいくつかありますが、定義は「健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間」とされています。

今回は我々歯科医師の立場から、健康寿命にどのように寄与することができるか、ということをお話しできればと思いま

す。 

  口は食物の入り口であり、どんな生き物も食事なしでは生きてはいけません。その口腔の健康が様々な全身疾患と実は

密接な関係があるということが昨今取りざたされています。単にむし歯は歯だけの問題、歯周病は歯肉だけの問題、では

なくなりつつあるのです。今回はその中でも特に話題にあがりやすいものをいくつかピックアップしたいと思います。 

  まず、第一に脳血管・心疾患が歯周病と関係あるということをご存知でしょうか？歯周病が進行すると破綻した血管から

歯周病原菌や炎症性サイトカインが全身に流れていきます。そして血管内で細菌の LPS(内毒素)、PGE2、IL-1、TNF-α

などのサイトカインにより血管内壁にプラークが形成されます(動脈硬化)。そこで形成された血栓が剥がれて流れついた

先が冠状動脈であれば狭心症や心筋梗塞、脳の血管であれば脳梗塞などを起こすことになります。歯周病患者の脳卒

中のリスクは健常者の 2.8 倍、冠状動脈疾患のリスクは 1.9 倍となっています。 

  また、認知症も口腔と深い関連があるとされています。柔らかい餌(軟食)と固い餌(硬食)を食べさせたラットの実験では、

軟食群のラットのほうが記憶力、学習能力の低下、脳内 ROS(Reactive Oxygen Species)の亢進、それを除去する

Superoxide dismutase の低下が優位に認められました。また認知症でない 65 歳以上の人 44,251 人を 4 年間に渡り追跡

調査した結果では、20 本以上歯が残っている人と歯が無くても義歯を使用している人の群に比べて歯が無く義歯も不使

用だった人の群は認知症になる割合が 2 倍近く高くなることが分かりました。食事を自分で摂るということは目で食物を見

て手を使い口を使いながら咀嚼し嚥下するわけですが、ここで使う神経は脳から出ている 12 対の神経のうち少なくとも実

に 10 対の神経を使用することになります。如何に食事を摂るということが脳を働かせるか、ということに他なりません。 

  そして歯が 20 本以上ある人の群と 19 本以下だけれど義歯を使用している人の群に比べて、19 本より少なくて義歯を使

用していない人の群では転倒リスクが 2 倍以上になることが知られています。さらに上下の咬み合わせが悪い人の方が

小林 秋生君 
11 月 12 日結婚記念日祝のお花を戴き

ました。有難うございました。 

矢島 栄一君 
小池先生、本日の卓話宜しくおねがいし

ます。 

黒澤 明男君  

小池平一郎君 
ラッキー賞有難ございます。朴さんよう

こそ。また、1 ｹ月頑張って下さい。 

中河 邦忠君 小池吉彦先生、卓話有難うございます。 

朝倉 俊次君 
多勢の皆様のご利用をお待ちしており

ます。 

前田 博志君 小池先生ありがとう。 

◆出席報告   中河 邦忠 委員長 

会員数２２名  出席義務者２２名  免除者０名     

本 日         出 席   １６名 

            事前 MU  ０名  ７２．７３％ 

前々回（10/31）  ＭＵ    ０名  ７７．２７％ 

 

◆ラッキー賞 

  ＮＯ．４   小池 平一郎 君 

 

 

 

 現在、地球規模で人口は持続的に増加し続けており、その寿命も益々長くなってきています。

世界の人口は1950年では25億人を超えたところでしたが2013年では71億5000万人を超え、

2050 年では 95 億人に達し、100 億人まで手が届くところに来ているという状況です。また平均

寿命も飛躍的に伸びてきており、18 世紀では 30-40 歳程度であった平均寿命も 20 世紀までに

は 50 歳程度まで伸びてきました。これは感染症対策が大きな一因と考えられます。さらに今世 



健康リスクが高いことや、80 歳を越えた人で残存歯数が少ない人ほど生存率が低くなるということも分かってきています。 

 歯を失う一番の原因は歯周病ですが、この病気はさきほど述べたように脳血管・心疾患にも関係しますが、それだけでは

ありません。その他にも多くの疾患と関連していることが分かってきています。その中でも最近注目されているのが糖尿病

との関連です。現在歯周病は糖尿病の 6 番目の合併症とまで言われるほど関係が深いとされています。なぜなら糖尿病

と歯周病はその相互作用でお互いがお互いの憎悪因子となりそれぞれの病態を悪化させていくとされているからです。つ

まりどちらかの病態を寛解させるにはどちらの病気の治療も必要不可欠ということになります。またあまり知られていませ

んが、歯周病は早産・低体重児出産のリスクファクターでもあります。歯周病が認められなかった、または歯周病が認めら

れたが治療を行ったという妊婦の群に比べて、歯周病を治療しなかった妊婦の群では早産・低体重児出産の発現率が 10

倍にもなるという結果があります。他にも重篤な肺炎、骨粗鬆症、肥満(メタボリックシンドローム)なども歯周病を関連があ

るとされています。 

 健康長寿を考えるとき、もはや歯周病は避けることのできないリスクファクターであることがよく分かると思います。前述し

ましたが口は食物の入り口であり、それは命の入り口と言っても過言ではありません。このように大変重要な役割を担って

いる口の中の健康を守ることこそが全身疾患のリスクを抑制し、健康長寿へと繋がる大きな道であると考えられるのです。 

 

 

 

       

次 週 のプログラム： １１月 ２１日  「職場訪問」 長野県パトロール   

次々週のプログラム ：１１月２８日  「ロータリー財団月間によせて」  

ロータリー財団・米山記念奨学会委員会 

 


