
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     ［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-966-1300 

     ［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

  

【点 鐘】                 山下会長 

【例会場】         百合丘カントリー倶楽部 

【ソング】   

   我等の生業 

【ゲスト・ビジター】            山下会長 

○鈴木 彬道様（第 3グループガバナー補佐） 

○佐保田 實様（川崎西 RC） 

○筒井  進様（川崎西 RC） 

○吉田 昌弘様（川崎多摩 RC） 

○鈴木 秀幸様（川崎多摩 RC） 

【会長報告】               山下会長 

1. 地区大会「記念チャリティーゴルフ大会」のお知ら

せが届いています。 

9月 13日(月)戸塚カントリークラブにて 

申込締め切り:8月 10日(火) 

2. 川崎柿生学園から「第 25回さつきの丘納涼祭り」の 

ご案内が届いています。 

7月 31日(土)午後 5時～7時 30分 

3. 地区大会記念チャリティー「会員・家族ディナーパ 

ーティー」の参加のお願い。会費 13,000円 

10月 5日(火)横浜ロイヤルパークホテル 

 

【幹事報告】                 梅澤幹事 

1.文書着 

◆川崎南R.C 

   平成22年8月17日（火）休会 

    平成22年8月31日（火）第5夜間例会 

◆川崎中央R.C 

   平成22年7月19日（月）休会 

   平成22年7月26日（月）納涼夜間移動例会 

      点鐘：18時30分 

      場所：品川 船清 東京湾ディナークルーズ 

 

第 879回例会  7月 23日(金) 地区 R情報・広報・ITセミナー報告 R情報「ロータリーとは」 

第 880回例会  7月 30日(金) 納涼家族会 場所：琴平神社 点鐘：18時 

 

     

◆新川崎R.C 

平成22年8月11日（水）休会 

平成22年8月18日（水）夜間例会 ➔昼例会に変更 

         クラブ協議会 

平成22年8月  8日（水）移動例会 納涼例会 

平成22年9月22日（水）休会 

◆川崎中R.C 

平成22年8月10日（火）休会 

平成22年8月24日（火）移動例会 

         屋形船クルージング 

   点鐘：18時 

      場所：長八 屋形船 

◆川崎中原R.C 

  平成22年7月 29日（木）夜間移動例会 

     点鐘：18時30分 

     場所：加賀料理 杉の家「やまぐち」 

平成22年8月12日（木）休会 

 

◆川崎とどろきR.C 

平成22年8月  9日（月）休会 

◆川崎西R.C 

平成22年8月13日（金）休会 

 

2．会報 

・川崎南ＲＣ     第2453回〜第2459回 

・川崎中央ＲＣ    第1140回〜第1143回 

・川崎中ＲＣ     第1853回〜第1839回 

・川崎とどろきＲＣ  第585 回〜第588 回 

・川崎高津ＲＣ    第 36 回〜第 46 回 

 

第 878回 例会記録 平成 22年 7月 16 日（金） S.A.A 安藤 則雄 

      



 

3.クラブ活動計画 

  ・川崎幸 RC 

  ・川崎中央 RC 

・川崎マリーン RC 

・川崎北 RC 

・川崎中原 RC 

 

【出席委員会】               長瀬委員長 

例会数 会員 出席 欠席 メーク 出席率 

第 878回 23 17 6 - 73.91％ 

第 877回 23 20 3 - 86.96％ 

第 876回 23 22 1 - 95.65％ 

 

【ニコニコ委員会】            鈴木眞一委員 

  第 878回（件数）   合 計 

ニコニコ     20件       ￥26,000 

●お客様 

◇鈴木 彬道様（第 3グループガバナー補佐） 

 本日は、表敬訪問に参りました。宜しくお願いします。 

◇佐保田 實様（川崎西 RC） 

 就任のご挨拶に伺いました。お世話になります。 

◇筒井  進様（川崎西 RC） 

◇吉田 昌弘様（川崎多摩 RC） 

 本年度、会長を努めさせていただくことになりました。 

 吉田と幹事の鈴木でございます。 

どうぞ宜しくお願い致します 

◇鈴木 秀幸様（川崎多摩 RC） 

  白井 勇(川崎 RC) 

  いつもお世話になります。宜しくお願いします。 

 

●当クラブ 

◇山下会長、梅澤幹事 

 鈴木ガバナー補佐、川崎西 RC会長幹事、川崎多摩 RC 

会長幹事、川崎 RC白井様ようこそいらっしゃいませ。 

    ◇安藤(則)会員、碓井会員、安藤(優)会員、親松会員 

大野会員、河島会員、鈴木(眞)会員、長瀬会員、 

花輪会員、森(茂)、森(昇)会員、山崎会員、 

以上、ご協力ありがとうございます。 

【ロータリー財団】             佐藤委員長 

  第 878回（件数）   合 計 

R ・ 財 団     1件       ￥9,200 

 ◇森 茂則会員 

【米山記念奨学】               佐藤委員 

  第 878回（件数）   合 計 

米山奨学     1件       ￥10,000 

 ◇森 茂則会員 

 

 

●会員卓和 

 ★別紙添付 

 

 

 

 

 

 

 

    安藤優会員         安藤則雄会員 

 

 

 

 

 

 

 

    碓井会員 

   

●新任挨拶 

  第 3グループガバナー補佐 鈴木 様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  川崎西ＲＣ・佐保田様 筒井 様  川崎多摩ＲＣ・鈴木様 吉田様 

【四つのテスト】             碓井会員 

【点鐘】                山下会長 

【会報委員会】              文責 碓井 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

麻生 RC878 回例会（2010.7.16） 会員卓和 

～最近の審美歯科について～   

安藤 優 

 

この 10 数年、歯科医療の発展は目覚しく進歩していますので、審美歯科その一端を

ご紹介します。 

一般的に歯科医療の標榜名には、審美歯科というのはありませんので、いかにも美し

くなれそうなどと惑わされないようにして下さい。あくまでも審美的に最終治療を考慮

していくと言う歯科的アピールを考えて下さい。 

全顎的に見た最終補綴物を完成させるのが本来の目的ですが、前歯部分、つまり犬歯

から犬歯までの 6 本を対象とした補綴物が一般的に多いです。 

昔から前歯の差し歯や前装冠は差額徴収が認められておりましたが、現在では保険診

療だけでも入れられます。 

しかし、まだまだ保険で認められている材質が劣っており、何年もきれいに維持する

のは、難しいです。 

以前から前歯には硬質レンジ、セラミック等が使われておりますが、さらに進化した

ハイブリット超硬質レンジという硬すぎず長持ちする材質が今は主流となっています。 

そして、現代の最新の材質が、ジルコニアという人工ダイヤモンドを金属の代わりに

フレームとして使用しているものです。これは、酸化ジルコニウムの塊をキャド・カム

のシステムを利用して、コンピューター上で歯のデザインをして削りだします。そのフ

レームにクラウンとなるポーセリンをセットして完成します。 

これのメリットは、金属のフレームに匹敵する強さが得られ、約 1/3 軽くてすみます

し、一番の売りは、体に優しく金属イオンが出ないため金属アレルギーの心配が少ない

ことですし、マージン部分の黒い縁どりが無く審美的に美しく精密に仕上がります。 

最新の主流補綴物ですが、高い技術と設備投資を取り入れた技工所は増えており、今

後益々需要が増えていくと思われます。 

 
 
 



 

会員卓話 

２０１０．７．１６ 

安 藤 則 雄 

テーマ「遺言」 
１．遺言とは・・・死後にいい残すことば、人の最終意思を表明する行為 

２．遺言事項 

（１）認知 

（２）未成年の子の後見人・後見監督人の指定 

（３）財団法人設立のための寄付行為 

（４）遺贈 

（５）相続人の廃除又はその取消の請求 

（６）相続分の指定又は指定の委託 

（７）特別受益者の持戻免除 

（８）遺産分割方法の指定又は指定の委託、遺産分割の一時的禁止 

（９）相続人相互間の担保責任の指定 

（10）遺言執行者の指定又は指定の委託 

（11）遺留分減殺方法の指定 

３．遺言の方式 

（１）普通方式 

 ・自筆証書遺言 

 ・公正証書遺言 

 ・秘密証書遺言 

（２）特別方式 

 ・危急時遺言 

 ・隔絶地遺言 

４．遺言の効力・・・遺言者死亡の時 

５．注意点 

（１）遺言は１５歳以上であれば可能 

（２）代理人による遺言は不可（未成年者、後見人等） 

（３）自筆証書遺言は、自筆、日付、氏名、押印が必須 

（４）公正証書遺言、秘密証書遺言は証人２人が必要 

（５）自筆証書遺言、秘密証書遺言は家庭裁判所の検認が必要 

（６）遺言は何度でも可能（日付の新しいものが優先） 

（７）共同遺言の禁止 



 

会員卓話 
2010.7.16 

 
碓井 美枝子 

 

ベトナム研修旅行にて見たベトナムの医療 

 

先日、ある会の研修旅行でベトナムに行ってまいりました。  

気候は、蒸し暑く室内はエアコンで、冷えるくらい寒く、又早朝出発

の為体調不調を訴える方がおり救急病院に搬送されることになりま

した。私も添乗員の方と付き添いで行き、ベトナムの医療現場を見る

ことができました。公の救急車は無く、民間(病院など)が、維持し手

配をするとのことで、車内の中には寝台車も無く車イスでの乗り降り

でした。日本の救急車の設備は、改めて素晴らしいと思いました。で

も一般の方は、高い料金の為使用する人は少なく自家用車かバイクで

搬送され、又、救急で搬送されても待ち順番は守らなくてはいけなく

待っている間に命尽きる人もいるとのことでした。日本も問題は、沢

山ありますが、医療に関しても設備、衛生面、救急体制でも--------安

心して暮らせる国であること幸せに思いながら、皆さん全員無事、帰

ってこれました。参考まで、旅行保険加入お勧めします。 

 

 

 


