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 ロータリー創立日 1905年2月23日 

 千歳ＲＣ創立日  1967年4月26日 

 本日の例会 （3月17日 第３8回）夜間移動例会              担当：親睦活動委員会 健康委員会 

第３7回（通算2４１7回）通常例会報告 

日時：2016年3月10日（木）12：30～13：30 

場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 11Fアストラス 

プログラム：通常例会 

担当： SAA・プログラム委員会 

進行：ＳＡＡ・プログラム委員会 藤井 雅一 副委員長 

四つのテスト：親睦活動委員会 高橋 憲司 委員 

千歳ロータリークラブホームページ http://www.chitose-rc.jp 

 皆さま、ご苦労様です。本日

の例会場は大変高く、景色の良

い所で例会を行うことになりま

した。場所が変わればまた良い

ものだなと思います。 

 

 平成29年4月に今の消費税の

標準税率が10％（国:7.8％ 地方:2.2％）に予定では引き

上げられます。そして、外食と酒類を除く食料品と一定条

件を満たした新聞に軽減税率8％が導入されます。 

 

時々、新聞等に出てきます「インボイス制度」という言葉

がありますが、軽減税率の導入から4年経過の平成３３年4

月に「インボイス制度」が導入されます。これは欧州で

行っている制度ですが、「インボイス制度」は、仕入れに

かかる消費税等の金額を売り手が発行する「適格請求書」

又は「適格簡易請求書」に記載されている税額のみで計算

する方法です。この制度では、原則、「適格請求書」又は

「適格簡易請求書」が無ければ、売上にかかった消費税等

の金額から仕入れにかかった消費税等の金額を引くことが

出来ません。 

 

そして、このインボイスを発行できるのは、適正請求発行

事業者として登録番号の指定を受けた課税事業者に限られ

ます。免税事業者は適正請求書等を発行することはできま

せん。このことは、免税事業者から仕入れた消費税等の金

額は、売り上げにかかった消費税等の金額から引くことは

できません。これは経過措置が設けられるそうですが、売

上等による消費税を免除されている商店から適正請求登録

業者は商品を仕入れることが出来なくなります。多くの商

業者が消費税を払わざるを得なくなっていく方向に進んで

いくかもしれません。 

 

次は、会員の動静ですが、当クラブの会員でキリングルー

プロジスティクス株式会社 北海道支社長であります紺野富

士夫さんが会社の人事異動で転勤になります。大変残念で

すが、今月いっぱいで東京に転勤となります。短い期間で

ありましたが大変ありがとうございました。今日の例会よ

ろしくお願いいたします。 

会長挨拶（沼田 常好 会長) 

千歳ロータリークラブ会報 

沼 田 会 長 方 針 

「利己と利他の調和のもと、共に楽しく歩む」 
  会 長 沼田 常好   副会長 大西 信也    幹 事 藤川 俊一 

  会長エレクト 大西 信也    会 計 今野 良紀   

第2510地区ガバナー 嵯峨 義輝 第７グループ・ガバナー補佐 坂井 治 

２０１６年3月17日 

第34号 （通算22８5号） 

    ～3月は水と衛生月間～  

幹事報告（藤川 俊一 幹事） 

◇新会員合同合宿セミナーの報告 

出席・資料管理委員会 岡崎 進 委員 

 地区主催の「新会員合同セミナー」

が1月30・31日の２日間、登別グラン

ドホテルにおいてきまして開催され、

出席してきました。14時30分からの

開催で120名ほどの出席であり、北は

留萌から南は函館の方々が出席されて

いました。 

 セミナーの内容は、最初に、嵯峨ガ

バナーからセミナーの趣旨説明がありました。千歳RCからは私（岡

崎）1名の出席でした。基調講演は、弘前アップルRCから関場慶博

（せきば としひろ）パストガバナーより「だからロータリー」と題

しての講話をいただきました。関場パストガバナーのロータリーの活

動としては、ワクチンの接種のために毎年約20名のメンバーと共に

インドに行き、具体的な実践的活動についての内容でした。 

 その後、グループミーティングを行い、懇親会に移りました。２日

目の31日は丸山淳士ＰＧ（札幌真駒内ＲＣ）の「ロータリアン」と

題して講話をいただきました。 

 最後に嵯峨ガバナーよりグループ発表の総評をいただいた後、武部

實ガバナーエレクト、國立金助ガバナーノミニー、他ガバナー補佐の

方々の紹介、そして開催場所の登別グランドホテルの社長からお礼の

お言葉をいただきセミナーを終了しました。また来年も開催したいと

の事で時間の許す方は出席をお願いしたいと思います。 

～詳しはホームページをご覧ください～ 

 

◇人事異動の為、今月をもって退会される事になりました 

   紺野 富士夫 会員よりひと言いただきました。 

・キリングループロジスティクス(株)北海道支社 

 支社長 紺野 富士夫様 

 皆さんこんにちは。先ほどご紹介が

ありましたとおり、4月から東京本社で

勤務する事になりました。個人的には

あと2年転勤はないだろうと思っていま

した。千歳ＲＣに入会して1年9カ月の

活動しかできなく、1年目で皆さんの顔

と名前を覚え、2年目からロータリーの

活動を理解してきたところで、ここで

１．2510地区よりローターアクト地

区大会のご案内がありました。6月25

日赤平市流通センター「みらい」で

14時より開催されます。詳しい説明

は、追って前田青少年・ローターアク

ト委員長より予定しています。 

２．紺野富士夫会員（キリングループ

ロジスティクス(株)北海道支社支社

長）が転勤なさることとなりました。東京本社へのご栄転とお聞きし

ています。3月23日に送別会を開きたいと思います。会員皆様の参

加をお願いします。 

３．本日の例会場をホテルの都合で変更になりました。いつもと違い

11階ということで、眺めがよい会場です。よろしくお願いします。 

新会員合同合宿セミナー報告他 
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出席率 

今回：62.1％（3月10日＝36／58 実数） 

確定：84.5％（2月25日＝49／58､うちMu0名） 

ニコニコＢＯＸ 

１．沼田 常好 会長 本日は11階の景色の良い所での例会で

す。場所が変われば、また、良いものです。例会よろしくお願いし

ます。(^_^.)２．大西 信也 副会長 3月5日、6日札幌で会長エ

レクト研修セミナーがありました。いよいよだなぁ～という感じで

す。(^^♪３．藤川 俊一 幹事 ①3月5日から9日まで銀行の親

睦会の旅行で台湾に行ってきました。福田武男先生 加藤輝明社長

とご一緒でした。②次男が2浪の末、大学に合格しました。親の負

担は増えるばかりです。(^_-)４．伊藤 一三 会員 本日のＳＡ

Ａプログラム委員会の卓話を小畑会員に実施していただきます。よ

ろしくお願いいたします。！(^^)!５．小畑 彰 会員 本日、卓話

をいたします。よろしくお願いします。(~o~)６．大澤 雅松 会

員 前回例会（3/3）ひなまつり、自主休会させてもらいました。

(*_*)７．親睦活動委員メンバー ①本日、当委員会の小畑副委員

長が卓話をします。よろしくお願い致します。②紺野富士夫さん、

短い間でしたがお疲れ様でした。ありがとうございます。(^O^) 

８．丹治 秀一 バスト会長 「ロータリーの友」に分収造林の記

事が載っています。久々の例会出席です。(*^^) 

本日のニコニコＢＯＸ   8名   19,000 円  

皆さんとお別れするのは少し寂しいですが、サラリーマンの宿命で

すのでご理解いただきたいと思います。また後任者は九州から配属

になります。千歳ＲＣの皆様には短い時間ではありましたが大変お

世話になりました。改めて感謝とお礼を申し上げます。ありがとう

ございました。 

み、何もしなくても痛いなどそれぞれの訴えがあります。しかし診

察側から見ると訴えと別な場所で痛みを感じているケースが多くあ

ります。また、歯に関連する痛みですが、歯の痛み以外に粘膜の痛

みや歯茎の痛みなど、歯に関係のない痛みもあります。たとえば歯

周病、知覚過敏、根の中が化膿した他、神経を取ったなどの処置後

の痛みなどもあります。 

 患者が痛いと診察に来た場合にまずは歯科衛生士の問診から入

り、その話を聞くと大体の察しはつくので、レントゲンなどをしま

すが、いつから痛い、どの辺が痛いなどの話を聞いてから診察に入

り、虫歯がないか、歯が欠けてないか、歯茎がはれてないか、赤く

なっていないか、触って痛くないかなどの診察をして概ねの推察が

できます。 

※この後、診察の事例をパワーポイントを使い説明していただきま

した。 

 非常に簡単な症例もありますが、複雑なケースもあり、悩んで来

られる患者さんもいます。説明で解りづらい部分もあったとは思い

ますがこのような痛みもあるという事を知っていていただきたいと

思います。もう少し詳しく説明出来ればよかったのですが時間も

迫っているのでこの辺で私の話を終わらせていただきます。 

～詳しくは、ホームページをご覧ください。～ 

委員会報告 

◇健康委員会 浅利 美恵子 委員長 

 健康委員会からのご案内です。来

週の例会は、「駒そば亭」での夜間

移動例会です。先日、会員皆様にご

案内しました通り、駒そば亭のバス

での送迎を行います。ANA クラウ

ンプラザホテル千歳を18時に出発

します。直接、車で行かれる方は

18時15分までに駒そば亭に来てく

ださい。食事はご用意していますので随時、召し上がってくださ

い。なお、当日はアルコールもございますのでお酒を飲まれる方

はバスでのご移動をお願い致します。 

ロータリー情報紹介 

ＳＡＡ・プログラム委員会卓話 

◇ロータリー情報・定款細則委員会 PC 川端 清 委員長 

 今日は、「会員名簿」の中身（内

容）について話したいと思います。

皆さんの持っている「会員名簿」１

０ページに「ロータリアンの職業宣

言」があります。これは、２０１４

年１月のＲＩ理事会決定として変わ

り、「ロータリーの行動規範」と

なっています。 

◇ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

１．個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準を

もって行動する。 

２．取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して

尊重の念をもって接する。 

３．自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別な

ニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世界の人びとの生活の

質を高める。 

４．ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動

を避ける。 

というような形に変っていますので次年度の会員名簿改定時から

変更したいと思いますのでよろしくお願いします。 

紹介：ＳＡＡ・プログラム委員会 伊藤 一三 委員長  

 

 本日は小畑会員による会員卓話で

す。卓話内容は、歯の痛みと健康に

ついてのお話をお願いしたいと思い

ます。 

 

 

 

 

会員卓話：親睦活動委員会 小畑 彰 副委員長 

（医療法人社団北楡会 ファミリー歯科クリニック院長） 

◇卓話テーマ「歯痛について」 

 こんにちは。本日は私の専門であ

ります「歯の痛み」についてお話を

させていただきます。内容について

は解りづらい点もあるかと思います

が、写真を使って説明して行きたい

と思います。 

 まずは「なぜ歯の痛みを感じる

か」と言うところから入って行きますが、痛みは体を守る防御反応

であり、歯に限らず、体をぶつけたとか、病気などでお腹が痛い、

胃が痛いなどの体に感じる痛み、外からの刺激など、体に異常が生

じた時に知らせてくれる警告信号という事になり、歯についても人

の体に感じる痛みの中では5本の指に入っているといわれていま

す。 歯科に来る患者さんは、どういう痛みを訴えるかと言うと、

人それぞれで痛みの感じ方も違いますが、しみる痛み、噛んでの痛
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