
会長　遠田　公夫君
コンニチワ! 今日のキーワード
はタイカです。
いよいよ10月、会長としての

責務も1/4過ぎました。ネクタイ
事件以来、大過なく過ごしてお
りますが、マッチ1本から大火になる性格で
すので、引き続き、ご指導よろしくお願い致
します。さらに苦労のせいか、めっきり頭髪
が退化している現実を実感しました。この間、
若い営業マンに面談した後、ロビーで拾った
名刺の1句。「落ちていた　俺の名刺に　ハゲ
の文字」。
さて、今月は米山月間です。担当は、財団
奨学・米山委員会の千住雅博委員長、親和銀
行の鬼木和夫頭取が副委員長、武井洋一パス
トガバナーが委員という最強布陣です。鈴木
ガバナーからも協力を要請されておりますの
で、立場上、私が第1号を致しますが、どう
か多数の会員の協力を伏してお願い致します。
ところで、9月26日、北海道の日高地方に

あるトマムというバブル崩れの巨大テーマパ
ークで開催された、よさこいソーラン祭り・
フォーラムに、作家の市川森一先生と共に講
演に行って参りました。福岡空港28℃、旭川
空港5℃、その差23℃で、道産子DNAを持っ
た私も凍えてしまいそうでしたが、そこで出

会ったのが札幌商工会議所の政策委員長で、
且つ、よさこいソーラン祭り組織委員会の会
長を兼務する中田輝夫氏でした。実は、70歳
を超えた札幌のロータリアンで、バッジが結
ぶご縁で、意気投合しました。その他にも、
早稲田大学の教授で札幌テレビ編成局長、東
大名誉教授の文化人類学者も参加、たった一
人の学生が始めた祭りが、今や、雪祭りを凌
ぐ祭りとなった「よさこいソーラン祭り」を
経済界、文化界、人類学者までも、役割分担
してリーダーシップを取っている姿に、北の
大地の懐の深さを感じました。
また、9月25日、家内の1周忌供養も兼ねて、
日本はもとより世界各国で活躍する「ＴＡＯ」
という和太鼓エンターテインメントを招聘
し、アルカスSASEBO大ホールで追悼コンサ
ートを致しました。家内の友人知人も含め、
抽選で市民2,000名を招待致しましたが、日
本の伝統文化の笛・太鼓の既成概念が根本か
ら崩れる衝撃的なステージで、さすがラスベ
ガスから招待されるだけありました。お陰様
で、感動のうちに無事終える事が出来ました。
名誉会員からも絶賛の礼状を頂きましたが、
多数のご来場、お気遣いありがとうございま
した。
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○国歌「君が代」
○ロータリーソング「奉仕の理想」
○卓話者
太田歯科診療所　院長　太田　信知様

幹事　木村　公康君

１．譛ロータリー米山記念奨学会
米山月間　資料送付のご案内
全会員…「ロータリー米山記念奨学会事

業・豆辞典」
クラブ1部…クラブ米山記念奨学委員長の

手引き
クラブ1部…2007年度事業報告書
クラブ1部…統計・資料（DATA&FACTS）
クラブ2部…2007年度決算報告
※資料追加ご希望の方は事務局までご連絡
ください。

２．RI認証　ロータリー囲碁同好会
名誉会長　田中　　毅君

（2680地区PDG）
日本支部長　二上　達也君

（東京RC）
幹事　太田　清文君

（東京RC）
『第7回 ロータリー全国囲碁大会』開催の

お知らせ

日時／2008年11月29日貍
9 :30  登録受付
10 :00  開会式
17 :00  表彰式

会場／日本棋院会館1Fホール
（東京・市ヶ谷）

共催／第2580、2750地区
ホスト／東京ロータリークラブ
登録料／7,000円（昼食代、賞品等含む）

３．第2740地区職業奉仕委員長
古賀　良一君

職業奉仕担当副幹事 山本　茂雄君
2008- 2009年度 職業奉仕研修セミナー

日時／2008年10月19日豸
開会13:00 閉会 15:30

会場／佐世保玉屋 文化ホール
出席者／会長・担当理事もしくは委員長

４．提唱　佐賀北ロータリークラブ
会長　松尾日出男君

提唱　佐賀西ロータリークラブ
会長　平　龍三郎君

提唱　佐賀ロータリークラブ
会長　上村　春甫君

佐賀ローターアクトクラブ
会長　F橋　佑輔君

佐賀ローターアクトクラブ創立40周年

記念式典のご案内

日時／2008年12月7日豸 10:00～
場所／さが健康らんど（佐賀市大和町）
登録料／7,000円

５．唐津東ローターアクトクラブ
会長　鬼塚　明人君

唐津東ローターアクトクラブ創立35周年

記念式典のご案内

日時／2008年10月19日豸 10:00～
場所／海浜館

かいひんかん

（唐津市鏡3679-105）
登録料／7,000円

６．地区ローターアクト委員長
大島　　隆君

地区ローターアクト代表 辻　　祐介君
鹿島ローターアクトクラブ会長

武富　朱里さん
スポーツ懇親会実行委員長

幸尾　弘美さん
スポーツ懇親会のご案内

日時／平成20年11月9日豸 点鐘10:00
場所／能古見ふれあい楽習館　鹿島市
登録料／500円
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■親睦活動委員会 委員長　菅沼宏比古君
先週24日の観月例会には、多

数の皆様のご参加をいただき、
天候にも恵まれ無事に終了する
ことができました。皆様のご協
力に心より感謝申しあげます。
ありがとうございました。
また、11月12日貉に新会員研修会・歓迎懇
親会をレオプラザホテルにおいて実施するよ
う計画をしております。あわせて、多くの会
員の皆様のご参加をお願いいたします。11月
12日貉レオプラザホテルです。手帳にご記入
をお願いいたします。

■財団奨学・米山委員会
委員長　千住　雅博君

現会長であります遠田公夫会
員から、米山記念奨学会へご寄
付を頂戴いたしましたことを報
告いたします。大変ありがとう
ございました。
なお、今月は財団奨学・米山月間でありま
す。我が国最大の民間奨学事業でありますロ
ータリー米山記念奨学事業へのご理解、ご協
力をよろしくお願いいたします。

■国際ロータリー第2740地区
国際青少年交換委員会 田中丸善弥君
去る2008年9月27日貍、第2回

委員会が市内某ホテルにて開催
されました。本来は来年度派遣
留学希望者の選考会の予定でし
たが、残念ながら候補者がゼロとのことで、
これからの対応会議となりました。
結局、申し込み締め切り日を2ヵ月先延ば

しして、鈴木ガバナーよりローカルクラブ会
長へ受け入れを促すこと、委員会としても各
学校へ参加希望者の打診を行うこととなりま
した。
留学された方々から「本当によかった」と

の声も多く聞かれる以上、こうした生の声を
PRしていくことが必要だと感じました。

円田　浩司君
前年度会計報告

親睦活動委員会　池田　　誠君
遠田　公夫会長、木村　公康幹事
太田先生の卓話に期待して。

斉藤　宏隆君
商工中金は、おかげさまで本日、無事に株
式会社に転換致しました。今回、制服も一新
しましたので、ひやかしで結構ですので、ご
来店をお待ちしております。
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ニコニコボックス 本日合計 3,000円

累　　計 309,000円

◇

ニコニコボックス

朗 遊 会 よ り
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（今週の担当　闍田　俊夫）

クラブ会報委員会 委 員 長 闍田　俊夫　　委　員 田中　龍治・原口　増穂
副委員長 円田　浩司　　 才木　邦夫

＊次回例会予告＊

卓話　　佐世保市文化交流員　方
ほう

舟
しゅう

様

『個人識別と歯』
太田歯科診療所
院長　太田　信知様

長崎県警察嘱託歯科医会副会長
佐世保警察署歯科嘱託医
佐世保海上保安部嘱託歯科医

1985年の日本航空機墜落事故以来、歯の治
療痕による個人識別が広く認知されるように
なりました。
歯の個人識別における有用性としては、
①保存性が高い：死後、長い期間にわたり
不変である。

②齲蝕罹患率の高さ：ほとんどの人が歯科
医院にかかっている。

③生前資料の保存：歯科診療録５年、X線フ
ィルム５年など。

④治療の多様性：術者の個性が出るため、
患者の特定が可能。

⑤乳歯と永久歯の交換：年齢推定が可能。
⑥攻撃、防御の武器となる：成傷器として、
瘢痕が残る。

などがあげられます。

歯は、人体組織中最も硬く、最も崩壊しに
くいのです。また、齲蝕（虫歯）あるいは欠
損部の修復に用いられる材料（金属、レジン、
セラミックなど）も非常に強い物理・化学的
抵抗性を持っているため、死者の口腔内所見
は身元確認の有効な手がかりとなります。
日本人成人の齲蝕罹患率は90％以上であ

り、保険制度の普及により歯科受診率は世界
一といえます。すなわち、当該死体の口腔内
所見は、どこかの歯科医院のカルテに記録さ
れている可能性が高いといえますので、その

歯科医院を探し当てれば身元確認ができる訳
です。
歯から得られる情報としましては、

①歯痕；事件における犯人の情報
②生活環境：斑状歯　　
③生活水準：保険治療と自費治療　
④出身地：医療水準の違い　
⑤遺伝的情報：血液型、ＤＮＡ型など
⑥年齢の推定：形態学的、分析学的
などがあります。

生きている間も歯というのは人のイメージ
を左右しますが、不幸にして身元不明死体と
して発見されたときも重要な確定要素となる
のです。
佐世保ロータリークラブ会員の皆様、歯を
お大事に。

卓　　話


