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【本日のプログラム】 

司 会 岩崎智一例会運営委員長           斉 唱 ｢我等の生業」 

プログラム 2018～19年度 会計報告 / 会員卓話 本田正則君（本田歯科医院 院長）「私の闇歴史」 

ビ ジ タ ー 名古屋名東 RC 岡野英生君          食 事 あかりい菜 

 
〔〔会会長長挨挨拶拶〕〕  

〔〔委委員員会会報報告告〕〕  
〈出席委員会〉朝岡 正委員長 

本日の出席数  53名    

8月 6日のﾒｰｸｱｯﾌﾟ 22名    

訂正出席率 100％ 

〈スマイルボックス委員会〉神谷 明委員長 

小澤育史君  ガバナー補佐訪問が終わりホッとしています。

皆さんのご協力に感謝致します。土曜日に熊味保育園でお

爺さん、お婆さんのお招き会があり、大変楽しい時を過ごさせ

て頂きました。保育園の先生方、大変ですね。羽佐田さん有

り難うございました。本日の卓話は同業の本田先生です。闇

営業ではなく、ご自身の闇歴史の話だそうです。楽しみにし

ています。 

杉浦義浩君  ①大学の先輩である名古屋名東 RC の岡野

英生様、本日は西尾 RC 例会にようこそ！嬉しいです。②加

藤敦成君、入会おめでとうございます。お待ちしておりまし

た。私の高校の同級生です。皆様よろしくお願いいたします。 

羽佐田芳和君 熊味保育園おじいちゃん・おばあちゃんお

招き会に小澤会長、鳥居前会長、成瀬様にご出席して頂きま

した。ありがとうございました。 

杉田武男君  ①先日、日経新聞の飲み物博物館ランキング

で弊社の抹茶ミュージアムが全国で 6 位の評価をいただきま

した。有難い限りです。②加藤様ご入会おめでとうございま

す。ご指導の程よろしくお願いいたします。 

杉田明弘君 日本最難関の山と言われている剱岳に登頂し

ました。そろそろ山登りもやめようかな？命を大切にしよう！ 

金原健志君  54歳で 2人目の孫！長女夫婦に女の子が生

まれました。すくすく元気に育つ事を祈るばかりです。 

犬塚一彦君  8 月 25 日(日)キッズトライアスロンｉｎ西尾一色

では西尾 RC 始め、皆様に大変お世話になりました。おかげ

様で大変すばらしい大会となりました。ありがとうございます。 

神谷 明君  ①朝岡 正君、孫の大好きなポンタの DVDあ

りがとう。楽しみに見させて頂きます。②敦成君、西尾RCによ

うこそ。 

加藤敦成君  新入会員です。これから宜しくお願いします。 

石川哲朗君  本田さんへ期待していますよ。加藤さんへ入

会おめでとうございます。よろしくお願いします。 

榊原茂太郎君 本田正則さん、本日の卓話、心にシビレル話

食 事 
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先日の財団セミナーで VTTの話がありました。タイでシャインマスカットの農業支援を行なう為に農

協と農業試験場に話を持って行ったのですが、日本の大事な品種で稼ぎ頭でもある為、将来の農業

を考え支援は出来ないと断られたそうです。結局は岡崎の農協に入っていないぶどう農家の方にお

願いして実現すると誇らしげに話していました。パテントが関わるものへの認識と危機管理はどうなっ

ているのか疑問です。シャインマスカットの系統名はブドウ安芸津 23 号で、農業研究機構がぶどう農

林 21号として 2006年 3月 9日に品種登録しています。育成権も 2036年 3月 9日までは日本が 

持っています。我々の財団への寄附の一部から出るお金ですので、皆さん 1度よく考えて頂きたいです。 

9 月 1 日は防災の日です。最低気圧 895hPa、最大風速 75m/s で約 5000 名の方が亡くなった伊勢湾台風を教訓に

制定されました。台風は北半球では左回りに風が回っていますが、これはコリオリの力が働いているそうです。円盤に玉を

置き傾けると真っ直ぐ下りますが、地球と同じように円盤を左回転で回すと正面からは真っ直ぐに見えても、上からは曲が

って見えるのがコリオリの力です。南半球ではそれを下から見ているので右回転になるそうです。 

 



 

 

歯科医師になって約40年、本来は大学卒業後4～5年研修を積んで開業すべきところを私はわずか2

年程で開業しました。私は大学 4 年の頃に学生結婚をしていて、教授に将来医局に戻って学位を取りた

いとお願いして卒業した為、わずか 2年程で現在の市役所の南に無謀にも開業してしまいました。口腔外

科のことがやりたくて、開業してすぐに下の顎の骨の中に潜っている親不知の抜歯をしていました。1 人の

治療に 2時間かけ、昼休みを潰し、土曜日に治療もしていました。インプラントもやっていて、今のインプラ 

ントと種類は違いますが、大きいものは上顎の前歯 8 本分入れていて、まだ今でも使っておられます。学位を取るためには

10年通う必要があると言われ、診療しながら大学病院にも通いました。幸いにも仕事は常に 2人体制だった為、もう 1人に任

せては東名高速を走って 10年間頑張り、そのお祝いに 2 ドアの左ハンドルの外車を買いました。 

皆さんにとって歯医者とはどういう存在でしょうか。私は医療とは共感、つまり患者と医者が同じ目的を持って健康を目指す

ことだと思います。歯科医療とはプラークコントロールに始まりプラークコントロールに終わります。これは、口腔内の清掃のこ

とです。歯ブラシはどんなに状態が良くても必ず月に 1 本取り替えてください。虫歯はなってしまったら治りませんが、歯周病

はブラッシングで治ります。腫れて痛くて噛めないというものも、頑張って抗生剤を飲んで磨きつづけていけば治ってきます。

歯周病は必ず治る病気ですので、正しい歯磨きで、いかに歯が減るのを止めるか考えてください。 

最後に私の夢を話します。1つ目は庭のビオトープと万葉の小道とターシャの庭を充実させること。2つ目はスキー。2度骨

折しましたが辞められず通い続けて 30 年。次の冬も行く予定です。3 つ目は車です。ポルシェ 992 の左ハンドルが出たら、

ちょっとフラフラっと手が出るかもしれませんので待っています。最後に死ぬ5日前から妻の洋子に手を握ってもらって死にた

いというのが最後の最後の夢です。 

 

とても楽しみです。頑張って下さい。加藤敦成さん入会おめ

でとうございます。一緒に楽しみましょう。 

鈴木隆弘君  本田さん、卓話楽しみにしています。加藤さ

ん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

大内基浩君  加藤さんようこそ西尾 RC へ、一緒に頑張りま

しょう。本田さん、今日卓話楽しみにしています。 

山﨑周彌君  加藤敦成君の入会を歓迎致します。本田会

員のスピーチ、期待しています。 

平岩博行君  本田さん卓話楽しみにしています。加藤さん

入会おめでとう。今後ともよろしくお願いします。 

芦田辰行君  本田さん、卓話楽しみにしています。加藤さ

ん今後ともよろしくお願いします。 

羽佐田芳和君 西信、加藤様入会おめでとうございます。日

頃は大変お世話になっております。 

田中正規君  ①加藤敦成君、入会おめでとうございます。

②本田正則君、卓話楽しみにしています。 

天野 卓君  西信のW加藤さん期待しています。 

松本容明君  本田さん卓話頑張ってください。加藤さん入

会おめでとうございます。今後とも宜しくお願いします。 

髙井英和君  加藤さん、入会おめでとうございます。本田さ

ん、卓話がんばってください。 

二宮英樹君  本田さん、卓話たのしみにしています。加藤さ

ん入会おめでとうございます。今後ともよろしくお願いします。 

本田正則君  加藤敦成さん入会おめでとうございます。これ

から仲良く宜しくお願いいたします。 

犬塚宣明君  西信、加藤敦成様、ようこそ西尾 RC へ宜しく

お願いします。 

〔〔会会員員卓卓話話〕〕  

加藤典男君  本日、西信が一人増えます。お願いいたしま

す。私はヤメません!! 

朝岡 正君  上納金です。追伸：本田さん、卓話がんばっ

て下さい。 

杉浦竜基君  本田さん卓話がんばって下さい。期待してお

ります。 

犬塚富雄君  本田さん、卓話楽しみです。期待しています。 

永江義澄君  本田さん、卓話楽しみです。期待しています。 

岡田雅彦君  加藤敦成様、ご入会おめでとうございます。

今後とも御指導賜ります様、心からお願いします。本日 2018

～2019年度の監査報告をさせていただきます。何卒宜しくお

願い申し上げます。 

【 新 入 会 員 紹 介 】  
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本田正則君   「私の闇歴史」 


