した。今も歴代モニター会には出席しており
ます。
その他、大分県社会保険診療報酬支払い
基金の審査員、暴力追放大分県民会議評議
員、大分県防犯協会常任理事、大分県地域
保健支援センター理事、大分県地域医療計
画策定協議会委員、中津地域保健医療計画
審議会委員、中津市社会福祉協議会評議員、
中津市国民健康保険運営協議会委員などをさ
せていただきました。しかし、どれも大してお
役に立たなかったような気がしております。
その中で特に思い出深いものをご披露させ
ていただこうと思います。まず、警察嘱託歯
科医についてお話します。丁度、国松孝次大
分県警察本部長の時、機運が熟して警察嘱
託歯科医会が発足しました。昭和59年４月の
事です。役目としては留置人の歯科治療、身
許不明死体の口腔内の記録、鑑定などが主
な事ですが、後者は本当に想像を絶するもの
でした。御巣鷹山の日航機墜落事故が昭和
60年８月12日の事ですから、会の発足は少し
前でしたが、長野県警察嘱託歯科医のご苦
労は想像に難くありません。その後愛知県の
中華航空機墜落事故などありましたが、幸い
に大分県ではまだこういった大事故はありま
せんが、もし起これば大変な事ですから、日
頃から事故を想定し、研修を続けています。
本当にあってはならない事ですが、もしあっ
た時に備えなければならないと思っておりま
す。それでも今までに、焼死体、水死体、首
吊り死体、行路病死体、列車による轢死体、
など普通の歯科医では経験しようとしても出
来ない事を経験させていただきました。でも
夏の暑い時は大変です。２、３日は鼻の奥に
臭いが染み付いて往生します。
話は変わりますが、当時の国松本部長は
後に警察庁長官になられた方ですが、その後
オウム真理教の狂信者に狙撃されて九死に一
生を得られまして、長官を退官された後スイ
スの大使になられた素晴らしく優秀な方です。

現在はNPO法人救急ヘリネットワーク理事長、
損保ジャパン顧問、日興コーディアル証券特
別顧問・社外取締役、丸紅社外取締役、全
日本剣道連盟顧問、財団法人犯罪被害者救
援基金常務理事などを務めておられます。
もう一つ暴力絶滅推進協議会の事ですが、
これは昭和47年に発足した組織ですが、発
足当時は暴力団に脅されたりして、表立った
活動は出来ずにいました。昭和60年に「義
理かけ行事」を阻止する事件をきっかけに
中津市暴力絶滅市民会議が起ち上がり、そ
の後昭和62年に「人違い短銃殺人事件」が
あったりして、暴力絶滅中津市民会議が市民
大会を開催したりして、市民ぐるみで暴力追
放に大きく前進しました。その後平成になっ
てからは九州山口の各県警、大分県内の警
察署、刑務所、少年院等を訪問見学、そし
て暴力追放の実態見学など研修活動、更に
広報活動などを行って暴力絶滅を目標に活
動しておるところです。
（文責：田原）
３月 中津RC例会プログラム

5
12
19
26

東九州龍谷高校インターアクトクラブ生の卒
業を祝う会
会員卓話
「我が家の雛人形の歴史」
水
若松舜兒会員
ゲスト卓話「地域の核店舗としての今後の戦略」
水
イオンモール三光ゼネラルマネージャー 真崎健一氏
ゲスト卓話「良好な景観に配慮した都市景観の形成」
水
中津市まちづくり推進室室長 本間清隆氏
水

３月 中津中央RC例会プログラム

4

火

11 火
18 火
25 火

ゲスト卓話
「県北の高校の現状について」
中津工業高校校長 立石義孝氏
ゲスト卓話
「蛎瀬神楽の由来と現況」
豊前蛎瀬神楽神生会会長 江渕 寿氏
ゲスト卓話
「三光地区の活力」
前三光村長 渡辺賢一氏
会員卓話
「アクト月間にちなんで」
島田眞一会員・アクト会員

３月 中津平成RC例会プログラム

6

木 会員卓話

13 木

小路

東会員

ゲスト卓話
中津市立南部小学校校長 高橋恵美子氏

20 木 休会
27 木 ゲスト卓話 中津市教育長 北山一彦氏
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第 875 回例会

平成20年３月６日（木）

◎本日の例会プログラム

会員卓話「老人のボケ防止について」小路 東会員

○次回例会プログラム

前回
（ 874 回例会）の記録
■ビジター
中津中央 RC

■出席報告
会 員 数
免除者数
対象者数
本日出席者
欠席者数
出 席 率

ゲスト卓話 中津市立南部小学校校長 高橋恵美子氏

平成20年２月28日（木）

多田一三君

26 名

■前々回出席報告の修正
前々回欠席者
５名
メイクアップ
１名
欠
席
者
４名
修正出席率 80.77%→

●メイクアップ
熊谷 (福岡 )

０名
26 名
15 名
11 名

57.69%

●欠席者
矢頭、松本、土居、渡邉

84.62%

「ロータリーは分かちあいの心」

ロ ー タ リ ー ソ ン グ
手に手つないで

ROTARY SHARES

器とすれば、日本も世界レベルの資源保有
国と言えるでしょう。
では、この木材が何故安いかは次回申し
上げます。

会 長 の 時 間
会長 若松 定生
会長の時間も今日でよ
うやく３分の２が終わっ
た事になります。思い返
してみましたが、私自身、
木 材 業 者ですが、 木 材
についてロータリークラブの中で発信する事
がほとんど無く、皆様には退屈とは思われ
ますが、時々お話ししたいと思います。
まず、木材を日本の国が年間どのくらい
消費するかと言いますとパルプ製材全てで
11,000万㎥です。
（㎥の説明）内訳は国産
材2,500万㎥、外材8,500万㎥です。つまり、
部屋に４本柱が立っていれば、日本の国の
木は４本に１本だけという事になります。ま
た日本の森林面積は2,500万haあり、この
内人工林は1,000万haあります。世界でも
類を見ない、人工林率は戦後の拡大造林運
動の成果でもあります。
しかしながら、当時の町村役場で役場職
員が、地元の住民に植林を進めたやり方は
行政として将来の見直しに責任を持たぬ形
で、その時の植林木が今現在出材を始めて
いますが、気の毒な事が多いです。
（１年間
に桧１才杉２才太る事）
（国東半島、安岐町
の岩山の事）但し、復員兵に山村での大き
な就業機会の提供と心理的ケアには大変役
に立っていたようです。
（ベトナム帰還兵と
の対比）話を戻しますと、この人工林1,000
万haの年間に成長する森林蓄積量は推定年
7,500万㎥です。
つまり毎年輸入する外材とほぼ同量が、
背後の森林で育っている訳です。資源が武

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」 He Profits Most Who Serves Best
ルにて19時より行いますので委員の方は出
席をお願いいたします。

ニ コ ニ コ ボ ッ ク ス
担当：職業奉仕委員会

幹 事 報 告
幹事 榎本 正則
●例会変更 豊前西RC
3/14→3/15（土）12：30
〜京 都 ホ テル、3/21
18：30〜 築 上中央 公
民館、大分東RC、大
分城西RC、大分1985RC、大分臨海RC、
大分RC
●週報受理 豊前西RC、竹田RC、津久見

RC
●会報受理 ロータリーの友３月号が届き
ました。
●週報お礼 なし
●幹事報告
・第99回国際ロータリー年次大会参加旅行
のご案内
・本日18：30より、クラブ協議会を嘉乃で行
います。各委員長は欠席しない様お願いし
ます。

委 員 会 報 告
・IT広報委員会
今月号のロータリーの友の俳壇に向笠会員
が投稿された句が掲載されていますのでお知
らせします。
八戸東RCの出席率100％の話があります。
非常に面白いので読んで下さい。
・20周年記念準備委員会
次回の委員会は３月４日オリエンタルホテ

四つのテスト（言行はこれに照らしてから） １. 真実かどうか

２. みんなに公平か

○若松会長
今夜はクラブ協議会で
す。半期を終わってのク
ラブ協議会です。皆さん
のご協力をお願いいたし
ます。

○小路会員
来週の卓話の担当で
す。笑いと病気の関係に
ついて話します。笑いと
認知症には関係がある
んです。笑いは大切です
よ。来週をお楽しみに。

会 員 卓 話

「人生いろいろ」
辛嶋 崇会員
○向笠会員
こんにちは、 いよい
今月号のロータリーの
よ卓話の順番がまわっ
友に私の投稿した句が
てきました。中央ロータ
俳壇に掲載されました。
リークラブ入会以来、何
持て遊ぶ 木の実に
回卓話をしたかも憶えていませんが、職業
艶のいでにけり
の話、趣味の話、などした記憶はありますが、
これは病気のリハビリに胡桃を使った時の
63歳になった今、過去を振り返って、自分
句です。おかげで大分良くなりました。大学
のしてきた事などお話してみようと思いこう
の時に俳句部でしたので昨年から久しぶりに
いう題をつけてみました。
俳句をつくっています。
私は歯科医師になったのが25歳の時です
から、もう少しで38年歯科医をしてきた事に
○田原会員
なります。30歳の時、歯科医師会の理事に
昨日は中津RCにメークアップに行ってきま
任ぜられ、同時に大分県の歯科医師会の学
した。思いもよらずにニコニコをして来ました。 術委員会に薦められ委員になりました。そ
して、その２ヵ月後、チャーターメンバーと
○辛嶋会員
して中津中央クラブに入会させていただく事
今日は卓話をいたしま
になりました。お陰で素晴らしい方々にめぐ
すので宜しくお願いいた
り会う事ができ本当に幸せでした。その７年
しま す。 昨日は 文化 会
後には暴力絶滅推進協議会に推薦され、委
館でクラシックの演奏会
嘱を受け、そしてその２年後に警察嘱託歯
で小川会員に会いました。
科医に委嘱され、大分県警察嘱託歯科医会
私には気持ち良くなるような演奏でした。演
に入会（発会時）する事になりました。
奏会が終わってから今日の原稿をパソコンで
平成２年には中津市の教育委員に任ぜ
書いてきました。
られ、４年の間、多くの人々や行政の方々、
教育界の方々ともお知り合いになりました。
また、税務署の関係でも平成５年に国税モ
ニターになり、２年間務めさせていただきま

３. 好意と友情を深めるか

４. みんなのためになるかどうか

