
 
 
 
 
 
 
 

第 1603 回例会 

平成 22 年 2 月 8 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４階 

新会員卓話 箕嶋 利一君 田岡 郁敏君 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 56 名 
   出席率 81.16％ 前回修正出席率 72.46％ 
 

５．会長スピーチ     会長 花畑 重靖 君 

みなさんこんにちは。

立春も過ぎましたが、ま

だまだ寒い日が続きます。 
今月は“世界理解”月

間です。 
本日は、倉橋 利徳さん、

田岡 郁敏さんが新会員

卓話です。よろしくお願

いします。 
 ロータリーの友 2 月号

の RI 会長メッセージのなかに、私たちは幾度か「ロ

ータリーって何？」と聞かれたことがあります。その

答えは、質問者やそのときの話の流れ、返事をするた

めに費やせる時間などによっていろいろです。 
 一番短くて簡単な回答は、「ロータリーは世界中で

最も古くからある奉仕クラブの組織である。」という

説明です。もちろんこれは間違いではありませんが、

必ずしも正確な回答とはいえません。 
ロータリーを正しく理解してもらうためには、個々の

プロジェクトで、ロータリーに所属する私たちがどの

ように努力をして目標を上回る成果を挙げてきたか

という説明も含んでいなければならないからです。ク

ラブ、地区、そして国際的に、ともに活動することに

よって、私たちは友情、信頼、誠実、希望といったよ

り良い社会の純然たる基礎を築こうと努力している

のです。 ロータリーの構造、すなわち、名クラブの

国際的なクラブ、プロジェクトは異なる国々のロータ

リアンたちの間に友好的なつながりを生み出すこと

に寄与しています。 

 新春早々の 1 月 7 日、海南東 RC35 周年記念例会

及び祝賀会が和歌山マリーナシティロイヤルパイン

ズホテルで開きました。同クラブは 1975 年（昭和 50
年）に創立され、親睦と融和を旨として運営され、

WCS や社会奉仕活動を実践しました。特に、2005～
2006 年には、平尾ガバナーを推挙、支援されて素晴

らしい実績を上げられた。若手会員の中にも立派なメ

ンバーが育ちつつあり、将来期待されるクラブの一つ

であります。 
 昨日、海南市民交流センターで海南文化協会の芸能

発表会と海南市民俗芸能祭を同時開催しました。藤白

の獅子舞も出演していただきました。 毎年、神出市

長も出席して頂くのですが、今年は雪まつりで代理教

育長の西原様です。数年前の話ですが、私が札幌の時

計台のそばのホテルへ泊まっていたときの話、雪まつ

りの初日、朝早く一人でカメラをさげホテルを出たと

ころ、誰もいないなか、一人の男性から、花畑さんと

声をかけられました。それが神出市長でしたのでびっ

くりしました。まさかこんなところで 2 人きりで会う

なんて思ってもいませんでした。毎年雪まつりの初日

に、下津の蔵出しみかんのピーアールにきているそう

です。雪まつりの開会式の後、ビニールに入れたみか

んを配るので、たくさんの人が並んでいました。その

人達に神出市長や県の役員のかたが配っていました。 
2 月 4 日、内海公民館の写真教室に花田さんがチャ

ゴ君をつれて来ていました。チャゴ君は 6 枚写真を持

ってきていました。その１枚が、私がマリーナシティ

オープンの時、和歌山館へ展示する和歌山の観光写真

の一枚、白浜の円月島の穴の中に沈む夕日の写真でし

た。他の 5 枚もとても良い作品でした。 
 
６．幹事報告     次年度幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山中ＲＣ   
２月１２日（金）→２月１２日（金）18：３０～ 

   レストラン「サンクシェール」 
 チャーターナイト記念例会 

和歌山東ＲＣ  
２月２５日（木）→２月２５日（木）１２：３０～

ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 
 ３月４日（木）→ ３月４日（木）１２：３０～ 

ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 
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７．新入会員卓話 
○箕嶋 利一君 
新入会員の箕嶋です。こ

ういう場所で、お話をする

のは生まれて初めてなので、

すごく緊張しています。僕

はからだを動かすのが好き

で、野球に始まり、最近で

はゴルフとかボーリング、

ソフトボール等いろいろし

ていますが、野球の方は小学校３年生から始めまして、

中学校 高校と現在まで３５年近くやってきました。

御坊商工がたまたま甲子園に出場し、ベスト８まで進

出しましたので、僕も甲子園にあこがれていましたの

で、入ったわけです。普段は新入会員が２０名位です

が、その年は５０名近く入部しました。練習がむちゃ

くちゃに厳しくて、最後３年生の夏の大会はあと２つ

勝つと甲子園、結局ベスト４とまりでした。 
２５年たちますが、ソフトボール仲間の寺下さんが、

ロータリークラブに入ったら甲子園に行って野球が

できるということで、ロータリークラブに入会いたし

ました。今年は予選に勝たなければ甲子園に行けない

と言うことで、まんまと詐欺にあってしまいました。

なんとか予選に勝って甲子園にいきましょう。 
 話は変わりますが、仕事の方は親父と２人で建築関

係、大工をしています。今年からエコ関係で窓を変え

るとか一カ所変えることで、国から補助が出まして大

変安くなります。何かあったら、宜しくお願いいたし

ます。 
 ２年半前に胃の手術をしました。今は再発もなく元

気です。皆さんも１年に１回くらい健康診断を受けて

下さい。今後ともよろしくお願いいたします。 
 ぜひ、甲子園に行きましょう！ 
 
○田岡 郁敏君 
 田岡郁敏と申します。先ず

は、自己紹介から、私は昭和

３６年１２月１６日に和歌

山で生まれました。父は田岡

啓一です。当初父は、下津の

丸善石油の嘱託医として、勤

めていましたので、私も生ま

れて直ぐは、下津で住んでお

りました。３９年に市立高校

の前に父が開業致しましたので、３才から海南に住む

ことになりました。日方小学校、海南第二中学校、海

南高校と地元べったりで、過ごす事になりました。サ

ッカーはやっていましたが、中学校にサッカー部がな

かったので、バスケット部に入りました。１つ先輩に

吉川先生がいらっしゃいました。 
小学校の時は、角谷さん、宮田さんのご家族と一緒

に家族旅行をさせて頂きました。そういう関係で今回

も入会させて頂きました。 
高校では、又サッカー部に戻りましたが、全国大会

とかでは、勝てなくて悔しい思いをしました。大学は

父と同じ日本歯科大学へ、サッカーで負けたと言うの

があったので、大学では勉強した記憶がなくバスケッ

トばかりしていました。卒業したあとも約２０年位コ

ーチを東京でやっていまして、それがきっかけでいろ

んな歯科の全国の人々と知り合いになりました。 
 海南へ戻るきっかけになったのは、父が病気になっ

て倒れたからです。すぐには東京の病院をあけること

ができなくて、１年間東京と和歌山を毎週往復しまし

た。平成１７年、１年後に田岡歯科を父から受け継ぐ

形になりました。今年で４６年目になりました。 
 最後に歯科の事について 
虫歯というのは、細菌が糖分を食べて、そのために酸

で歯を溶かすという簡単な理屈です。そのために、食

後、歯を磨くというのが、予防法です。意外と１歳半

児、３歳児検診に生かせてもらいますが、小さいお子

さんで、沢山の虫歯がある子供さんは１００％糖分の

コントロールが出来ていない。おっぱいがやめられな

い、アルカリ飲料を栄養があると思ってお母さんが飲

ませてしまうケースです。特に寝る前のアルカリ飲料

は歯を溶かせます。大きな原因になっています。最近

は歯磨き粉にフッ素が入っています。歯磨きを一生懸

命きちんとすることが、予防法だと思います。 
 インプラント自体は、歯が無くなったところに埋め

込んで歯をのせるかたちになるので、あんばいもよい

のですが、非常に高価なので、もったいないとか、安

く沢山の患者さんを集めて、乱診にやってしまうとケ

ースも少なからずあると思います。インプラントは今、

成功率９５％以上、いいものだと思います。清潔で、

きちんとすれば、全く問題ありません。確率な思量を

ふんだうえで、行って下さい。 
 父が、ずっとお世話になっていたのですが、私はま

だ、顔と名前が一致しない方々が、たくさんいらっし

ゃいます。早く名前を覚えさせて頂いて、がんばって

いきたいと思います。 
皆さん、応援よろしくお願いいたします。 

 
 
 
 
８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1604 回例会：22 年 2 月 15 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 
新会員卓話 前田 克人君 箕嶋 利一君 

 
 
 
 

○一般ニコニコ 
箕嶋 利一君  よろしくお願いします。野球頑張り

ます。 
田岡 郁敏君  メロメロで話します。どうぞよろし

くお願いします。 
那須 正志君  ２回目の手術も成功しました。お見

舞い有難うございます。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


