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Nagasaki West Rotary Club Weekly Report

◆ロータリー財団寄付年間目標１人150ドル 〔6450ドル〕　　　 9/24　6,000円 今期累計74,000円
◆米山記念特別寄附年間目標1人 16,000円 〔688,000円〕 9/24　4,000円  今期累計97,000円

◆会員数44名　◆ 9/24　例会出席率　61.54%
◆9/3例会修正出席率　85.00%(修正前65.00%)
◆出席24名　◆免除者出席9名　◆欠席20名

10/1　 第1  観月例会　10/8　第2　卓話
10/15　第3 卓話　　　10/29　第 4　卓話　

2019 ～ 2020 年度長崎西ロータリークラブ週報 令和元年 9 月 24 日
第 1641 回例会　No9

◆会員数 ・ 期首43 名 ・ 入会 1 名 ・ 退会0 名 ・ 現在44 名　　◆ロータリーレート 9/1 ～ 106 円
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■点鐘
■国歌斉唱
■四つのテスト唱和
■ロータリーソング 「奉仕の理想」
■ご来訪者のご紹介並びに会長挨拶
■幹事報告
■委員会報告
■ニコニコ披露
■点鐘
■観月例会懇親会

言行はこれに照らしてから

一、真実かどうか

二、みんなに公平か

三、好意と友情を

　　　　　　深めるか

四、みんなのために

　　　　なるかどうか
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≪ 10 月の例会スケジュール≫

■

■

ＳＡＡ司会　 古里安幸委員長

四つのテスト　柳　龍一郎さん

NEW

会長挨拶　許斐義彦

ＩＡＣ

　皆様、こんにちは。本日の会長

挨拶は、唾液について話します。

　先日、長崎西ロータリーの古い

週報(平成１３年２月２７日例会)

を見つけたら、偶然私の卓話（唾

液の話）と写真がありました。そ

して、また先日発表されました、

イグ・ノーベル賞の『５歳児の唾

液の研究』を知り、今日は唾液の

話をします。『５歳の唾液の量』が、一日に出る量が

５００ミリリットルと分かって、何がどうなるわけで

もなさそうと人を笑わせ考えさせる、イグ・ノーベル

賞ですが、唾液には、大切な働きがあります。①食物

の咀嚼や、飲み込みをスムースにする潤滑剤。②アミ

ラーゼという食物の消化を助ける酵素を含んでいる。

③歯や口の粘膜を保護する。④口の中の殺菌作用や、

自浄作用に関係するなどの働きがあります。唾液の成

分は、９９％以上が水分で、唾液腺で作られ、成人で

１～１.５リットルが口の中に分泌されますが、ほと

んど飲み込みますので、その量を意識する人はあまり

いないと思います。唾液腺は大きい物が、耳下腺、顎

下腺、舌下腺、小さい唾液腺が、口の中、歯ぐき以外

にあります。唾液には、漿液性のサッラとしたタイプと、

粘液性のネバッとした性状の物があります。ネッバと

した粘液性の唾液は、舌下腺や、顎下腺に多く含まれ

るために、下の前歯の裏側に歯石が付きやすいのです。

また、よく咬んで食べる人や、よくお話しする人には、

唾液が多いのですが、無口な人や、おしゃべりする

相手がいない独居老人の方は、唾液が少ないようです。

また、薬をたくさん飲んで方も、どの薬が原因かわ

かりませんが、唾液が少ないかたが、多いようです。

因みに、総入れ歯の方で、唾液が少ない方は、入れ

歯と歯ぐきが直接触れるので、痛みがあります。そ

のような状況には、人工唾液を使います。唾液は“サ

リバ”とインドのサンスクリット語が、語源ですが、

これは、灰色の体液の意味で、汚れた体液と位置付

けられました。口の中では“サリバ”ですが、口か

ら外の唾液は“スピット”と呼びます。この様に汚

れた体液と呼ばれる物ですが、

現代では、色々の検査、犯罪にお

けるＤＮＡ鑑定などに利用され

る貴重な体液になっています。

今日は、唾液の話でした。

米山奨学生近況報告
米山奨学生トン・インさん

皆さん、こんにちは。　

先週学会の研修で名古屋に

行きました。 予定では日

曜日の夜に長崎に戻る予定

でしたが、台風の為、今朝

帰ってきたばかりです。

それで月曜に帰ることに

し、福岡行の飛行機で乗り換えにしてたら、その日は

台風が福岡の上でしたのでキャンセルし、結局、今日

長崎行きの飛行機に乗り帰って来ました。
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卓話

誕生祝い

今週のお祝い

入会祝い

結婚祝い

馬場政徳さん
竹内幹也さん
折式田一豊さん

安永勝信さん

幹事報告　嶽本幸次

■例会変更並びに休会のお知らせ

　長崎みなとＲＣ　10/15(火)観月会の為　ﾏﾙｼｪ・ﾄ ・゙ﾘｯｼｭ

【休会】長崎ＲＣ10/3、長崎東ＲＣ 10/4　定款第8 条第 1 節

■夫人同伴観月例会並びに藤沢南ＲＣ歓迎会の件

　10/1(火)は、ホテルニュー長崎で18 時 30 分～夫人同伴

　観月例会となっております。お昼の例会はございません。

　10/8(火)は、藤沢南ＲＣの歓迎会を19 時 30 分からサン

　プリエールにおいて開催します。早めの出欠回答をお

　願いします。尚、その日のお昼は通常例会となっており

　ます。お間違え無くお願いいたします。

ニコニコ目標1,200,000 円 9/24　28000 円　累計251200 円

安永勝信さん

ゴルフ同好会第1 回コンペ開催

9/19(木)オーシャンパレスＧＣにおいて、第1回コンペ並びに

川瀬会長杯取り切り戦を開催。8名の参加で優勝は島田さん。

【優勝者コメント】

米山奨学生トン・インさん

「水の町-蘇州」

19日のコンペで優勝と取り切り戦(川瀬会

長賞)も獲得しました。各方面からの祝福の

言葉をいただき、皆様ありがとうございま

した。スコアは48-52です。でもハンディ

が26.4です。もう二度とないと思います。

■三宅敏彦さん　今月中旬から、慌ただしい毎日で

　した。12日～13日、青森。15日～16日、由布院・

　日田。18日～19日、福岡。19日、女房長大入院。

　22日、台風。皆さん、被害は無かったでしょうか？

■島田靖彦さん　9 月 19 日に西クラブのゴルフコ

　ンペに参加しました。定例会と取切戦に優勝しま

　した。ゴルフを始めて 32 年。ホールインワンに

　次ぐ快挙です。前会長から頂いた褒賞金の一部を

　ニコニコします。川瀬前会長、ありがとうござい

　ました。

■吉田良尚さん　19 日ゴルフコンペ参加の皆さん、

　大変お世話になりました。特に、北口さん、古里

　さん、石山さん、お世話になりました。島田さん、

　Ｗ優勝おめでとうございます。私も何年かぶりに

　ハーフ 43 でしたので、ニコニコします。

■川瀬隆史さん　満 79 歳をお祝いいただき、あり

　がとうございました。お祝いは、後輩夫婦を桃林

　でもてなしました。

■馬場政徳さん　誕生日自祝。

■安永勝信さん　①入会記念 31 年目。

　②結婚記念 46 年目。


