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〜平成 24 年度定時総会レポート〜
懇親会は、⼤澤副会⻑の乾杯の⾳頭で始まりま

5 ⽉ 25 ⽇（⾦）
午後 6 時 30 分よ

した。おしゃれで美味しいお料理に会話も弾み、

り、旧居留地のオ

神⼾倶楽部の益々の発展を祈りつつ、更なる親睦

リエンタルホテル

を深めました。最後は、副会⻑に新任された堺さ

にて、平成 24 年

んが締めの挨拶をされ、⼩池さんが佐渡裕さんネ

度定時総会及び懇

タでいじられつつ、皆で若き⾎を⼤合唱して会は
終了しました。

親会が開催されました。河野前幹事⻑の開会宣⾔

神⼾慶應倶楽部の新年度のスタートです。

で始まった総会は、神⼾慶應倶楽部の歴史と伝統

⿃巣慶太（平 12 理⼯）

を重んじながらも、和気藹藹とした雰囲気の中、
進⾏されました。佐井会⻑の議事進⾏の下、提出
された第１号議案〜第６号議案はすべて原案通り
承認可決されました。
そして、第５号議案
において、河野前幹事
⻑からバトンタッチ
を受け、⼟井新幹事⻑
が誕⽣しました。
その他特筆すべき議案として、倶楽部ルームが
移転しました（神港ビル５０９→６２５）
。少しだ
け狭くなりましたが、南向きで景⾊がよくなりま
した。倶楽部ルームにお越しの際は、お間違いな
いようお願いします。
また、本総会に、泉州慶應倶楽
部幹事⻑の福井正順さん、2012
年関⻄合同三⽥会実⾏委員⻑の
⽵⽥功勝さん、がお越し下さいま
した。そして、９⽉２⽇に⾏われ
る『関⻄合同三⽥会 2012 in 泉
州』を⼤々的にＰＲされました（関⻄合同三⽥会
の詳細は後⾴をご覧下さい）。
1

『幹事⻑就任挨拶』

『幹事⻑退任挨拶』

⼟井正孝（昭和 63 商）

河野忠友（平 1 商）
伝統ある神⼾慶應倶楽部

5⽉25⽇開催されました平

の幹事⻑を拝命し早や 2 年

成24年度定例総会にて幹事

が経過しました。この間、佐

⻑を拝命致しました。

井会⻑はじめ役員の皆さん

「関⻄合同三⽥会」開催を

からはたくさんの温かいご

はじめ倶楽部運営を⾒事に
⾏ってこられた河野前幹事⻑の後任ということで、
その責任の重さを痛感しております。来年 90 周年

指導を賜りました。幹事会の
皆さんとは熱い想いを語り合い、そして何よりも
会員の皆さんからは多⼤なるご⽀援とご協⼒を戴

を迎える、歴史ある神⼾慶應倶楽部の伝統を汚さ

きました。この度無事任期を終えることができま

ぬよう、微⼒ではありますが誠⼼誠意努めさせて

したのも皆さんのお陰と感謝いたしております。

いただく所存です。

特に昨年当地での開催となりました関⻄合同三

神⼾慶應倶楽部規約の「⽬的」に「塾員相互の

⽥会では、何と 150 名超の神⼾慶應倶楽部会員が

親睦を図り、連絡強固にすることを⽬的にする」

⼀同に介していただけたことがこの上ない喜びで

とあるように、会員皆さまの親睦が深まり、神⼾

ありました。またご参加の皆さんの笑顔に接し、

慶應倶楽部に⼊っていてよかった、そして、⼀⼈

燃え尽きる程のやり甲斐を感じることができまし

でも多くの⽅に神⼾慶應倶楽部に⼊りたいと思っ

た。改めて皆さんに御礼申し上げます。

ていただけるような運営を、佐井会⻑のもと⾏っ

さて満を持して幹事⻑に就任されましたのは⼟

て参りたいと思っております。⾄らぬところが

井正孝さん（昭 63 商）です。持ち前のクールダン

多々あるかとは思いますが、会員の皆さまのご指

ディズムと華麗なるバランス感覚で、倶楽部をス

導とご協⼒よろしくお願い申し上げます。

マートにかつ楽しく運営されるものと確信いたし
ております。皆さん、新幹事⻑の⼿腕にご期待の
ほど宜しくお願い申し上げます。また来年には神
⼾慶應倶楽部創⽴ 90 周年を迎えます。⼟井幹事⻑
のもと、再び幹事会⼀丸となり記念事業の計画を
推進されると思います。私は微⼒ながら縁の下よ
りお⽀え申し上げます。
末筆になりますが、佐井会⻑は不完全な私に多
くをお任せ下さいました。その度量の⼤きさに感
服しつつ最⾼のリーダー像を真横から⾒せていた
だきました。男⼦から云われたくないと思います
が、佐井会⻑、素敵です。お供させていただきま
した仙台三⽥会への訪問も良い思い出です。⼼よ
り感謝申し上げます。有難うございました。これ
からも可能な限り神⼾慶應倶楽部会⻑として私た
ちをお導き下さいますことを祈念申し上げ、退任
の挨拶に代えさせていただきます。
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上⽥⽒の慶應義塾に対する造詣の深さにただた
だ感⼼させられ、⾃分の浅学を恥じ⼊るばかりの

〜〜4 ⽉例会レポート〜〜

私でした。

「慶應義塾と関⻄合同三⽥会」

〜〜春の慶早ゴルフコンペ〜〜

⼟井正孝（昭 63 商）

「＠廣野ゴルフ倶楽部」

4 ⽉ 20 ⽇(⾦)18 時 30 分から神港ﾋﾞﾙ 1 階会議
室において 20 名の塾員が参加し 4 ⽉例会が開催
されました。⼤阪慶應倶楽部副幹事⻑上⽥満重⽒

森本泰暢（昭 60 法）

を講師にお招きし、
「慶応義塾と関⻄合同三⽥会」

2012 年 5 ⽉ 18 ⽇（⾦曜⽇）慶早ゴルフコンペ

をテーマにご講演いただきました。

が廣野ゴルフ倶楽部にて開催されました。

ご講演では、
「ゼロ」

神⼾早稲⽥倶楽部より 15 名の参加をいただき、当

の状態から⼤変ご苦

倶楽部からも 9 名が参加し、絶好のコースコンデ

労されてローマ三⽥

ィションの中、プレーを楽しみました。

会を設⽴されたお話

本年は早稲⽥の希望により、例年の 4 ⽉開催か

や、特選塾員（皆さん

ら気候が最も安定した 5 ⽉の開催となりました。

はご存知でしたか？）

私が幹事役をしてからの集計ですが、廣野ゴルフ

のお話。福澤先⽣が 1835 年 1 ⽉ 10 ⽇⽣まれなの

倶楽部での過去 13 年間の成績は慶應の 10 勝とな

で今年（2012 年）は 177 年⽬にあたるなど、今

っており、早稲⽥としては「開催⽉でも変えて、

年の年回りについて、慶応義塾創⽴、神⼾慶應倶

何とか勝ちたい」との思いだったのでしょう。

楽部創⽴、⼤阪慶應倶楽部創⽴などの観点からお

しかしながら結果はいつも通り、神⼾慶應倶楽

話をいただきました。そして、100 年前・150 年
前はどんな年であったのか

部が 29 ストロークスの⼤差をつけて勝利致しま

などなど。また、オ

した。（各倶楽部上位 7 名のネット合計による集

リジナルの「福澤諭吉先⽣誕⽣記念祝賀会・関⻄

計）個⼈戦でも慶應が圧倒し、優勝が⼭内剛さん、

合同三⽥会⼤会⼀覧」という資料をお持ちいただ

2 位 森本泰暢、3 位

き、そこには開催⽇、会場、慶應義塾来賓等が記

河野幹事⻑、5 位佐井会⻑

という結果になりました。

載されており過去の歴史が⼀⽬でわかる貴重な資

また、佐井会⻑賞としてのキャディーバッグは、

料でした。ちなみに、その資料によると第 1 回関

早稲⽥で唯⼀ 4 位に⼊賞した下中さんに贈られま

⻄合同三⽥会は⽯川忠雄元塾⻑を来賓としてお招

した。

きし、1977 年（昭和 52 年）奈良公会堂で開催さ

秋は早稲⽥主催で 9 ⽉ 14 ⽇（⾦）に神⼾ゴル

れたものでした。更に、ご⾃⾝で撮られた貴重な

フ倶楽部で対抗戦が開催されます。皆様の参加を

写真を⾒せていただきながら、福澤先⽣と神⼾

お待ちしております。出席者は以下の通りです。

市・兵庫県とのご縁、歴代塾⻑について、そして
三⽥会会⻑・慶應倶楽部会⻑のお話など、なかな
か普段は聞くことが出来ない福澤先⽣･慶應義塾
の お話 を お 伺 いす る
ことが出来ました。
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佐井裕正

森

隆

宮崎和郎

多⽊良晴

堺

充廣

⼭内 剛

野⽥敬⼆

河野忠友

森本泰暢

関⻄合同三⽥会 2012 in 泉州
『今年の関⻄合同三⽥会は９⽉２⽇です。』
⼟井正孝（昭 63 商）

≪新⼊会のご挨拶≫

今年開催される関⻄合同三⽥会の概要が決まり

東健太郎（平 3 法）

ました。９⽉２⽇（⽇）午前１０時から、岸和⽥

今年３⽉に㈱トリドールへ⼊社し、東京より単

市にある浪切ホールにて、泉州慶應倶楽部主催で

⾝赴任してまいりました。当社は「丸⻲製麺」の

⾏われます。

ブランドでセルフ式讃岐うどん店を展開していま

今年の⽬⽟は、本番と同様に迫⼒満点の

す。お近くにございましたらご贔屓願います。

「だんじりの試験曳き」

さて、私と塾とは、曽祖⽗に始まり甥（幼稚舎
３年）まで、５代・約 100 年に渡りお世話になる
中、祖⽗と従兄弟が空⼿部、伯⽗が競⾛部、⽗と
私と弟が蹴球部と体育会とのご縁の歴史でもあり
ます。恐らく、100 年納めた⽉謝の数倍、OB 会費
などクラブへの⽀援⾦がかさんでいることと思い
ます（笑）
。

を間近で⾒られること（写真は 2006 年）
。

昨年、連合三⽥会の幹事を務めました。準備中

（岸和⽥だんじり祭りを⽣で⾒たことの無い⼈は

はもちろん、終わってからも同期で集まっていま

必⾒です！！）

す。卒業して 20 年、別々の⼈⽣を歩み、⼀緒に三

そして、⾼視聴率を獲得した NHK 朝の連続テレ

⽥へ通っていた頃には気付かなかった、⽂化を共

ビ⼩説「カーネーション」で安岡⼋重⼦役を演じ

有していることの⼤切さ、⼼地良さに⽬覚めたの

た⼥優『⽥丸⿇紀さん』がパネルディスカッ

かもしれません。

ションのゲストとして来られる事です。
（⽥丸⿇紀

当会では、その「⽂化」を卒業 50 年の⼤先輩か

さんは地元和泉市のご出⾝だそうです。）

ら卒業間もない後輩へとつなぐ、そんな役回りを

当⽇は、清家塾⻑の記念講演と⽥丸さんをゲス

果たせましたら幸いです。

トパネラーにした式典の部と、懇親会の⼆部構成
になっており、懇親会終了後、午後２時から午後
４時に⾏われる「だんじりの試験引き」を⾒る予

≪新⼊会のご挨拶≫

定になっています。

⼭本裕補（平 16 ⽂）

会費は⼤⼈（⾼校⽣以上）１０,０００円、⼦供

2004 年⽂学部卒、2006 年⽂学研究科卒の⼭本

（⼩・中学⽣）５,０００円、幼児（⼩学⽣未満）

裕補と申します。神⼾中華同⽂学校の卒業⽣です。

は無料となっています。

学⽣時代はずっと⽇吉に住み、冷暖房完備の図

神⼾慶應倶楽部主催の昨年の関⻄合同三⽥会に

書館で時間をつぶしてました。閉館⼗分前に流れ

は、泉州慶應倶楽部から多数の⽅にご参加いただ

るモーツァルトのピアノ協奏曲を⽿にすると当時

きました。今回の泉州慶應倶楽部主催の関⻄合同

を思い出します。

三⽥会に神⼾慶應倶楽部から⼀⼈でも多くの⽅が

院卒で毎⽇新聞社に⼊社しましたが、⼀度⼤陸

ご参加登録されることをお願い致します。
（参加申

で⽣活したいと思い、北京五輪の年に退社して広

し込み⽅法につきましては別途ご連絡させていた

東省に⾏きました。院⽣の頃、記者や学者が集ま

だきます。
）
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る⽇中関係の研究会やシンポジウムでよく通訳を
やっていたので、⽿学問で予備知識は蓄えていま
した。それらは複雑な中国を⾒る上での貴重な「物
差し」になりました。広州と深センで三年間働き、
今は貿易業と製薬会社の顧問をやっています。

【イーゼル会】

現在、そんな経験や知識をまとめた「中国論」
の出版を模索中です。幸運にも上梓を遂げた暁に

≪今⽉の絵≫

は、どなた様でも斜め読み頂ければ幸いです。以
上、簡単な⾃⼰紹介でした。みなさま今後ともよ
ろしくお願いします。

≪新⼊会のご挨拶≫
⿇野宏恵（平 18 法）
初めまして。
平成１８年度に慶應義塾⼤学法学部法律学科を
卒業致しました、⿇野宏恵と申します。
私は、慶應では⼤学１年⽣からリーゼンスキー

前⽥ 茂登⼦

クラブというサークルに⼊り、4 年間アルペンス

（昭 38 ⼯

キー（斜⾯に⽴てられた旗⾨を通過するタイムを
競うものです）をやっていました。スキー⾃体ほ

前⽥剛資⽒夫⼈）

「春の写⽣会」

ぼ初⼼者だったのですが、何の因果か３年次には

⼤型連休初⽇に当たる４⽉２８⽇、イーゼル会

主将を務めました。慣れないことばかりで⼤変な

では恒例の春の写⽣会を神⼾市北区淡河町で⾏い

こともありましたが、シーズンの合宿，毎週の陸

ました。

上トレーニングや飲み会、OB 会での先輩⽅の武勇

現地は神⼾市北区と云う地名からは想像もつか

伝等、今思い返せば楽しい思い出ばかりです。

ぬ位の⽇本の農村原⾵景と云った眺め、名残りの

その後、法科⼤学院を卒業して司法修習で神⼾

菜の花や桜が濃淡様々な緑にまじり、まさに「兎

に配属され、今現在は弁護⼠として勤務しており

追いしかの⼭．．．」の感じでありました。(雰囲気

ます。

は≪今⽉の絵≫でお感じ頂けるかと思います。) 気

⼤学卒業後、ロースクールや司法修習でも慶應

になっていた天候も天気予報通りの⽂句なしの晴

の先輩⽅、同期とつながることができ、改めて慶

天、と云う事で出来栄えの⽅はともかく夫々好み

應義塾の輪の⼤きさを実感しています。

の場所でのんびりと筆を動かしました。

もとより未熟者ではございますが、どうぞご指

ランチタイムは⾞に分乗して程近い有⾺ロイヤ

導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げま

ルゴルフクラブへ。ゴルフ組とはいささか違った

す。

雰囲気の⼀⾏ではと、いささか気のひけるところ
でもありましたが、事前にクラブの理事をされて
いる我等が師範代五代先輩が話をして頂いていた
お蔭で、⽀配⼈にお出迎えを頂いた上、ゲストル
ームへご案内頂けると云う予想外の展開。皆々ホ
イホイ調⼦に乗り素晴らしい眺めのお部屋で結構
5

なランチを楽しませて頂きました。

がワークの仕事を奪っている。しかし、グローバ

昼⾷後はそのまま昼寝にでも突⼊したい雰囲気

ル化とアジアの成⻑で新たにプレーヤーの仕事が

もありましたが、そこはそれやはり真⾯⽬に画業

⼤量に⽣まれる可能性があるのだから、次世代の

に戻り３時頃迄。

⼈材をプレイヤーになるように育てるべきだとい

先⽣の講評を頂き、今回の最優秀作品賞は、最

うものです。

近お孫さんのお世話でしばしお休み続きだった槌

また「⽣産⼯程の変化」という観点から最近著

橋さんが満を持して獲得。かく云う世話⼈の作品

しく進んでいるモジュール化（複数の企業による

が同着にすべり込んだのはどうも先⽣が雑⽤係の

複数の国での部品⽣産を可能にする新しい技術）

労を労って下さった結果かと思いつつも本⼈はル

についてテレビ（シャープの失敗）と⾃動⾞（フ

ンルン状態でありました。

ォルクスワーゲンの成功）を例に議論が⾏われま
毎度ご案内

した。

していますが、

それでもこの⽇の「学問のすすめ」は第８編「我

イーゼル会で

⼼を以て他⼈の⾝を制すべからず」第９編「学問

は写⽣会、グル

の旨２０⼆様に記して中津の旧友に贈る⽂」の２

ープ展等の外、

編を輪読しました。⼆部でのお酒の消費量は⽇本

毎⽉第⼆、第四

酒１本（⼤澤弘⼀副会⻑製造の銘酒原酒極）アサ

⽊曜⽇に１

ヒビール中⽸１０本、それにワイン２本でした。

８：００頃から２１：００頃まで俱楽部ルームで

次回の読書会は、平成２４年６⽉１２⽇（⽕）

⽔彩画を描いています。ご興味のある⽅はいつで

１８：３０から、阪本副会⻑の事務所（建隆ビル

も世話⼈あるいはイーセル会メンバーの誰にでも

Ⅱ３階）で、
「学問のすすめ」第１０編「続中津の

お声をおかけください。

旧友に贈る」から始めます。

イーゼル会世話役

天⽊ 明

２部の飲み会の割り勘代３０００円と「学問の
すすめ」
（岩波⽂庫）を持って気軽においでくださ
い。会場は神⼾慶應倶楽部のある神港ビル（旧居

【読書会】

留地８番）の⻄隣（東京海上）の更に⻄隣（６番）

≪神⼾慶應倶楽部読書会 第２１回≫

の全⾯ガラスの建隆ビルⅡの３階です。商船三井
ビルの東隣です。１８：３０以降は正⾯⽞関が閉

第２１回⽬の学問のすすめ読書会が３⽉２８⽇

まるので地下通⽤⼝からお⼊りください。但し、

（⽔）に阪本豊起副会⻑の事務所で⾏われました。

お酒とさかなの準備がありますので、前回の出席

参加者は、堀切、浅沼、六拝、福野、阪本、野⽥、

者以外の⽅は阪本まで事前にご連絡頂ければ幸い

古淵、古武、宍⼾の９名でした。今回の読書会の

です。

話題もやはり閉塞感のある⽇本の現状をどう捉え

読書会世話役

るかでした。堀切さんから３⽉８⽇の⽇経新聞に
掲載された伊藤元重東京⼤学教授の「⾰新否定で
は未来⾒えず」という記事の紹介があり、この論
考をもとに議論しました。この論考は「仕事」に
は①⾁体を使ったレイバー②⼯場や事務所の仕事
であるワーク③機械や情報機器に代替えできない
⼈間しかできないプレイヤーの仕事があり、産業
⾰命でまずレイバーの仕事が奪われ、ワークの仕
事が⽣み出されたが、今技術⾰新やグローバル化
6

阪本豊起

【ＫＫＪＣ】

本の関係を時にはユーモアを交えて平易に講演し

≪KKJC 台湾ジャズツアー≫

ていただき、“⽬から鱗”の名講演だった。講演後の
フルコース潮州料理は豪華かつ美味に全員⼤満⾜。

３⽉３０⽇から４⽉ 2 ⽇まで、KKJC 世話役の⼤
清之

【三⽇⽬】は九份と

先輩（昭 36 経）団⻑の下、総勢２９名で「台湾ジ

いう「千と千尋の神隠

ャズツアー」に⾏ってきた。

し」の舞台となった観

場知之さん（昭 46 政）を幹事として、浅沼

【⼀⽇⽬】は圓⼭⼤飯店にて台湾三⽥会との交

光地に⾏った。坂と⽯

流会とライブが⾏われたが、在留邦⼈の塾員以上

段の続くレトロな街並

に台湾から留学され現在各界で活躍されている台

み、坂の上のレストラ

湾⼈の塾員が多いのに驚かされた。 辜副会⻑のご

ンからの眺めは、タイムスリップしたような郷愁

挨拶、浅沼団⻑の

にかられた。午後は広⼤な中世記念堂を⾒学した

謝辞と続き、モン

後、茶芸館で作法に則り中国茶をいただいたが、

ゴリアン・バーベ

⽇本の茶道との違いも興味深く感じた。夜の海鮮

キューのビュッ

料理は素晴らしく、ツアー最後の夜に相応しい⼤

フェパーティー

宴会となった。
【最終⽇】
。チェックアウト後に向った先は世界

が始まり、お酒と
料理をおいしく味わいながら和やかに歓談の時を

有数の⾼層ビル「台北 101 ビル」の 89 階、⾼さ

過ごした。お楽しみ第２弾は塾の⼤先輩でビブラ

508m の展望台。世界最速のエレベーターに乗り、

フォン奏者の鍋島直昶さん、ストライドピアノの

たった 39 秒で展望台に到着した。台北の街並み、

第⼀⼈者で塾員の⼩川理⼦さん、ボーカルの⼤場

付近の⼭々、遠⽅の海などが⼀望でき、とても感

知之さん、宮本美代⼦さん等によるミニライブ。

激した。ランチはアツアツの⼩籠包をいただいた

ストライドピアノで⻭切れよく「世界に⼀つだけ

後、名残を惜しみつつ空港へ向かい、台湾に別れ

の花」からスタート。スタンダードナンバーが次々

を告げた。
３泊４⽇の短いスケジュールにもかかわらず、

に演奏され、
「On The Sunny Side Of The Street」

内容の濃い実に充実した４⽇間で、とても楽しく、

で盛り上がりフィナーレとなった。
【⼆⽇⽬】は戦死した軍⼈の英霊を祀っている

いい思い出ができた。これもひとえに私達を温か

忠烈祠の衛兵交代式を⾒学。衛兵は軍のエリート

く迎えてくださった台湾三⽥会の⽅々、ガイドさ

達で、動作の⼀つ⼀つに張り詰めた緊張感、厳粛

ん、親⽇の台湾の⽅々、それに加えて、まとめ役

な様⼦が伝わってきた。次はお待ちかねの故宮博

の幹事の⼤場さんのお蔭だと思っている。

物院。かの有名な「翠⽟⽩菜」
「焼豚」をはじめ精

皆様に謝謝！ 多謝 !

緻な造りの⼯芸品の数々に堪能した。必ずまた訪

次回の「海外ジャズツアー」が今から待ち遠しい。

れたいと思った。午後は現地ミュージシャンとラ

樫根みづえ（昭 41 政）

イブハウス“Swing”でのジャズライブ。「Smile」、
「Tea For Two」など名曲の数々に酔いしれて、
最後は「What A Wonderful

World」で⼤いに

盛り上がった。夜の部は台湾政治⼤学院で特別講
義を⾏っている、池井優法学部名誉教授による講
演会。先⽣は学⽣野球、⼤リーグに関する著作も
多い⽅だが、本⽇はご専⾨の「中国政治」で、演
題は「⽇本と台湾⼀苦渋の選択」。中国・台湾・⽇
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【カメラ会（仮称）】のお誘い

児⽟先⽣の健康講座

写真撮影がご趣味の⽅で集まりを作りませんか？
渡邊哲⾏（昭５７経）

＜＜⻭とお⼝の健康＃３

と申します。例会には勤

⻭周病と糖尿病が関係していた！＞＞

務地（⼤阪京橋）の都合

児⽟秀樹

上まったく参加できて
いないのですが、会員の

平 22 年⼤学院経営管理研究科卒

神⼾慶應倶楽部のみなさん、こんにちは。

皆様の中で写真がご趣

さて、みなさんは糖尿病と⻭周病が関係あるっ

味の⽅がおられれば是⾮ご⼀緒させて頂くような

てご存知ですか？第⼀回⽬では、⻭周病と⼼臓病

集まりができればと思っています。

との関連についてお話しいたしました。今回は糖

私は、季節の⾵物（桜や紅葉）
、鉄道、スポーツ

尿病です。みなさんは、⻭周病とは⻭がグラグラ

を時々撮ってきたのですが３５年位使っていた銀

する病気だというのはご存じだと思います。⻭周

塩カメラから昨年デジタル⼀眼を購⼊しました。

病は成⼈のおよそ８割の⽅が、軽い重いなど程度

週末に時々集まれるような気軽な集まりができ

の差こそあれ、なんらかの⻭周病に罹患している

ればと思っていますので、もし是⾮とも、という

と⾔われています。しかしほとんどの⽅が、⾃分

⽅がおられましたら下記のアドレスまでご連絡頂

がまさか⻭周病にかかっているとは知らずにおら

ければ幸いです。

れます。このエッセーをお読みになっているみな

渡邊哲⾏：spq85e49401@tulip.ocn.ne.jp

さんも実はたぶん⻭周病です。
⻭周病が気づかない原因は、⼤きく 2 つの要因
によるものです。それは⻭周病が痛みも無く進⾏
していく事と、⻭ぐきではなく⾻が溶けていく病
気のため、⽬で⾒えない事によるものだと思いま
す。⻭周病⽤⻭磨き粉などのテレビ CM などで、
⻭がグラグラしてきたり、⾎がでてきたり、⻭ぐ
きが痩せているというイメージを⻭周病に抱いて
しまっていませんか？実は、⻭周病のほとんどは、
こういった症状が出てきません。テレビ CM のよ
うな症状が出てきてしまったら、すでに⻭周病は
初期の軽症ではなく、中期から後期の重症に移⾏
していることがほとんどです。つまり、⻭周病を
⻭ぐきが溶ける病気だと誤解されている⽅がほと
んどなのです。実は溶けているのは⻭ぐきではな
く、⻭槽⾻という⻭を⽀える⾻が溶けているので
す。
それではまず、⻭周病とはどういう病気かご説
明いたしましょう。⻭はカルシウムでできており、
⾮常に硬い組織です。これを⻭周組織という有機
質で⽀え繋ぎ⽌めています（次図参照）。
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ンの分泌を少なくするという研究もあるようです。
このように⻭周病は糖尿病や⼼臓病など、全⾝
の多くの病気と関わっているのです。

まず、⻭には表⾯のエナメル質、⻭茎の下のセ
メント質や象⽛質、そして、よく⻭の神経と⾔わ
れる⻭髄とに分かれます。⻭周組織の中には、い
わゆる⻭ぐきという⻭⾁と、それを⽀える⾻であ
る⻭槽⾻、そして、⻭根膜という⻭と⾻をつなぎ
とめる繊維とでできています。ハミガキはもちろ
ん⼤切なのですが、定期的な⻭⽯取り（⻭⽯クリ

〜〜今後の⾏事予定〜〜

ーニング）がとても重要です。この⻭⽯取りを怠
っていると、そこに⻭周病菌が繁殖していきます。
そうすると、炎症が起き、⻭槽⾻とセメント質を

6 ⽉ 22 ⽇(⾦) 6 ⽉例会

神港ﾋﾞﾙﾁﾞﾝｸﾞ

7 ⽉ 20 ⽇(⾦) 家族例会

神⼾ﾎﾟｰﾄﾋﾟｱﾎﾃﾙ

9 ⽉ 2 ⽇(⽇) 関⻄合同三⽥会 岸和⽥浪切ﾎｰﾙ

つないでいた⻭根膜という繊維が溶け、炎症が広
がり⾻が溶けていきます。これが⻭周病です。
この⻭周病というのは、実は炎症であるという
所が糖尿病との関係においてポイントなのです。

9 ⽉ 14 ⽇(⾦) 慶早ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ

神⼾ GC

9 ⽉ 21 ⽇(⾦) ９⽉例会

未定

〜〜6 ⽉例会のお知らせ〜〜

炎症が起きると、⾊んな物質が分泌されます。例

⽇時：2012 年 6 ⽉ 22 ⽇（⾦）18 時より受付

えるなら、
「細菌がここから侵⼊してきたから、み

場所：神港ビルヂング 7 階７２６(＊）通常の 1 階

んなー、防御態勢を取れー！」って免疫細胞が叫

会議室とは異なりますのでご注意下さい。

んだようなものです。その呼びかけに使⽤されて

演題：⾳楽家たちの素顔

いる物質をサイトカインと⾔います。このサイト

講師：藤岡幸夫⽒ (関⻄ﾌｨﾙﾊｰﾓﾆｰ主席指揮者)

カインの⼀種 TNF－αや IL-1 などという物質が糖

会費：3,000 円

尿病に⼤きく関与しているのです。
それでは、糖尿病と⻭周病の関係ですが、まず

〜〜家族例会のお知らせ〜〜

糖尿病とはどういう病気でしょうか？糖尿病は、

⽇時：2012 年 7 ⽉ 20 ⽇（⾦）18 時より受付

⽇本では 700 万⼈以上いると⾔われている⼤変恐

場所：神⼾ポートピアホテル

ろしい病気です。糖尿病になると⼀⽣透析をしな

会費：メンバー男性 10,000 円／⼥性 8,000 円

くてはならなかったり、⼿や⾜が腐ってしまった

（ビジター各＋１０００円、⼩学⽣以下無料）

り、失明の⼤きな原因となったりします。糖尿病

ご家族もご⼀緒に、暑い夏の夜に楽しいひと時

は全⾝に多くの合併症を引き起こし、死に⾄らし

をお過ごしいただく会員交流のパーティーです。

めてしまう恐い病気です。この糖尿病の原因の⼀

詳細が決まり次第、メールマガジンでご連絡いた

つに、インシュリンという⾎糖値を下げる物質が

します。最近出席者が減ってきています。⼀⼈で

あります。最近の研究では、⻭周病の炎症物質で

も多くの⽅のご参加お待ちしております！！

ある TNF－αや IL-1 などという物質がインシュリ
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〜事務局よりお願い〜

〜編集部からのお知らせ〜

例会等にご出席の会員様はお⾷事等の準備の都

◆次号より、新企画をスタートする予定です。

合がありますので、必ず事前に事務局までお申し

「仕事数珠つなぎ（仮称）」

込みをお願いします。なお、前々⽇からのキャン

「今⽉の本（仮称）」

セルにつきましては例会費全額を頂きますのでご

「今⽉の映画（仮称）」

了承ください。

＊上記は⼀例です。記事内容や定期・不定期等、

住所・電話番号・メールアドレスの変更がある

種々検討中ですが、新企画ご期待ください。

場合は、必ず事務局にお知らせください。

◆新企画を含め各記事について、皆様に原稿作成

詳細はその都度お知らせいたしますので、毎⽉

を依頼する予定です。ご協⼒の程よろしくお願い

のメールマガジンでご確認ください。

します。

〜倶楽部ルーム移転のお知らせ〜

普段、⾏事に出席できない⽅、遠隔地の⽅も本

神⼾慶應倶楽部倶楽部ルームが⼊居しています

誌⾯に登場していただけます。奮ってご参加くだ

神港ビルさんからのご依頼により、同ビル内で倶

さい。皆さんの投稿お待ちしています。また、Ｂ

楽部ルームが下記に移転しました。なお、電話・

ＲＢに関するご意⾒もお待ちしております。

ファックス・メールアドレスの変更はありません。

ＢＲＢ編集部

kobekeio@dream.ocn.ne.jp

記
新：神港ビル 6 階 625 号室
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編集後記

○ こ の 度、 Ｂ Ｒ Ｂ編 集 長 を 拝
命 し ま し た、 鳥巣 慶 太 で す 。
伝統あるＢＲＢの編集にあた
り、 堀先輩が 築かれ たレベル
を 維 持で き るよう 必死で 走っ
ていきま す 。
今後の目標として、読みや
すく、全ページ読んで頂ける
誌面作りを心がけます。また、
インターネットを使った横へ
の広がりも考えています。
若輩者ですが、どうか 温か
い目で見 守りください
（鳥巣慶 太 ）

（旧：神港ビル 5 階 509 号室）

