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日　　時：平成 29年 10月４日（水）　
会　　場：例会場　　
司　　会 : ＳＡＡ    　　　　　 　　　　　　 岡田委員
開会点鐘　　　　 　　　　   　 　　　 小澤（谷）会長
斉　　唱：国家「君が代」
　　　　　ロータリーソング「それでこそロータリー」
　　　　　「四つのテスト」
お客様の紹介　　　　　　　　　　   　小澤（谷）会長
鈴木　祥祐様　（東京立川ＲＣ）
ﾆｯﾁｬｶﾝ ﾁｭﾘｬｰﾉﾝさん（青少年交換来日生）
インさんのあいさつ

　皆さんこんにちは、日本は楽しいです。学校も楽しい
です。みんなは優しいです。ありがとうございます。
会長挨拶 　　 　　　　　　　      　 　小澤 ( 谷 ) 会長
　9月に入りましてからは、テレビを付けますと毎日の
ように北のミサイルの報道をどこの番組も扱っておりま
したが、先日 9月 28日に国会が解散され、今度は選挙

に向けた報道が日々繰り返されております。解散後に小
池さんの率いる緑の党が結成されたと思いましたら、民
進党が分裂して新しい党がまた生まれておりますけれど
も、いずれにしましても選挙は 22日が投票でございま
すから、これからしっかりと良く見極めていきたいと思
います。
　きょうは十五夜、いわゆる中秋の名月でございまして、
中秋の名月は満月だと思っていたのですが、満月は明後
日です。あいにく曇り空ですが、暗くなりましたら空を
見上げて月が出ておりましたら、良くご覧ください。こ
れからも健康で過せますように月に願いを込めていただ
けたらいかがでしょうか。
幹事報告    　　　　　　　　　  　　　　　　寺澤幹事
●ＲＩ第 2700 地区ガバナーより　九州北部豪雨災害
義援金の御礼と報告のお手紙がまいりました。掲示板に
掲示いたしますので、ご覧ください。
●バギオ訪問交流の旅のお知らせ (掲示板で確認 )
　期間　2018年 2月 9日～ 12日
●東京国立ライオンズクラブ結成 20周年記念式典

第2337回例会報告

▲ 10月 4日は中秋の名月（写真はイメージ）
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日時　11月 30日（木）17時 30分
　場所　立川グランドホテル
　出席　小澤会長・寺澤幹事
●来週のガバナー公式訪問の案内はすでに配布していま
す。時間を間違えないようにお願いします。
委員会報告　　　　　　　　　　　　
●ミスプリント　　　　　　　　　青木会報委員長　　　
■本日配布の会報で、例会の回数に誤りがありました。
第 2336回に修正をしてください。
　また今年度はフォントも変えて見易くなっていると思
いますので、今後もご愛読いただきますようお願いいた
します。
●企画委員会の開催　　　時田 50 周年副実行委員長　　
■本日の例会後に創立 50周年記念事業の企画委員会を
開催いたします。企画委員会のメンバーお残りください。
●スポーツ家族例会のお知らせ　　長嶋親睦活動委員長　
■スポーツ家族例会を 10月 28日（土）に開催いたし
ます（10/25 の例会振替です）。
　立川スターレーンに 14時 30 分の集合です。例会・
懇親会がありますので、できるだけ車を使用しないでお
出でください。多くの参加をお願いいたします。
●ガバナー公式訪問について　岡本 ( 正 )SAA 委員長　　
■来週のガバナー公式訪問は、例会前にお食事を済ませ
ます。席札を置いておきますので自席でお願いします。
委員の方は 10時 30分に準備のために集合してくださ
い。会員の方は上着・バッヂをお忘れの無いようにして
ください。
クラブフォーラム
理事会報告　　　　　　　　　　　　   小澤 ( 谷 ) 会長
●スポーツ家族例会　親睦活動委員長より報告済み。
　多くの会員の方に参加いただきスポーツの秋を満喫い
ただけるような大会にできるようご協力ください。
●クラブ代表者会議　11月 7日にハイアットリージェ
ンシー東京で開催される地区の会議です。会長が当クラ
ブの代表者として登録・参加いたします。
●例会場で使用の会報用録音機が壊れて岡本貞雄会員所
有の機械をお借りしていましたところ、遠藤 ( 直 ) 会員
より録音機の寄付をいただきました。両会員には御礼を
申し上げます。
その他意見
●秋廣会員　先日のクラブ協議会で言い忘れた事があり
ました。卓話のマナーとして居眠りをしてはいけないと
出ておりました。私は時々居眠りしており、これからは
しないように努力いたします。

●吉野ロータリー情報委員長　バギオ基金についての説
明がありました。（バギオ基金については３ページに掲載）
今月の各種お祝い   　　　　      　長嶋親睦活動委員長

入会記念月
村上 隆秀 会員（在籍 23年）
荘原　 健 会員（在籍 9年）
岡田みどり会員（在籍 7年）
会員誕生月
五十嵐一典 会員（27日）
寺澤　　武 会員（15日）
稲村喜美子 会員（5日）
千葉　伸也 会員（27日）
本多　鋼治 会員（27日）
夫人誕生月
五十嵐会員夫人・啓子様
山口会員夫人・靖子様
時田会員夫人・陽代様
杉田会員夫人・伸子様
稲村会員ご主人・佳洋様
遠藤 (直 ) 会員夫人・直子様
ニコニコＢＯＸ 　　  　 　　　　     高柳親睦活動委員
●小澤谷守会長　来週の例会は、いよいよガバナー公式
訪問で、より多くの会員のご出席よろしくお願いいたし
ます。インさんようこそいらっしゃいました。日本の生
活に慣れましたか？東京立川ＲＣ鈴木様のご来会、歓迎
いたします。
●寺澤幹事　誕生日のお祝い、ありがとうございました。
結婚 30周年目で真珠婚式を迎えることが出来ました。
プレゼントは真珠が必要なのかなあ～
●津戸会員　立川RCの鈴木祥祐さんのご来訪心より歓
迎いたします。祥ちゃんとお付き合いさせていただいた
のは今から 30年前です。年月の経つのは早いものです
ね。
●山口会員　中央大学白門会の人工頭脳についての講演
会の案内をボックスに入れました。よろしく、又 10月

▲誕生月の稲村会員、本多会員、寺澤幹事
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は家内の誕生月です。
●杉田会員 妻の誕生月です。お祝い有難うございます。
●稲村会員　夫婦共々今月は誕生月でございます。今年
もありがとうございます。
●遠藤直孝会員　妻の誕生日プレゼントありがとうござ
います。

　1903( 明治 36) 年、ロータリーができる 2年前、日
本人 125 人を乗せた東洋汽船の客船、香港丸がフィリ
ピン・マニラ港にいかりを降ろしました。
　当時、アメリカのケノン少佐がバギオ山頂に続くベン
ゲット道路建設の工事責任者として任務にあたっていま
したが、大変な難工事でなかなか進みませんでした。そ
こで日本人がまじめで勤勉なのを知り、労働者を募集し
たのです。
　道路は無事完成し、フィリピンに残った日本人は現地
の人と結婚するなど地道にしっかり根を下ろし、各地に
豊かな邦人社会を形成しました。
　1941（昭和 16) 年、大平洋戦争が始まり、日本軍は
フィリピンに上陸、バギオは最後の激戦地となりました。
バギオには日系フィリピン人が大勢いたため、壊滅直前
の日本軍は、日本語ができ、日系人である彼らに協力さ
せたのです。日本の敗戦後、この日系フィリピン人たち
は、日本軍に協力したことで現地住民の激しい報復と迫
害を受け、バギオ山中に逃げ、日本人であることをひた
隠しにしてひっそりと生活していました。その生活の悲

惨さは想像を絶するものでした。
　そんな彼らに救済の手を差し伸べたのが、シスター・
テレジア海野でした。シスター海野は 1911 年、静岡
市生まれ。還暦を機にフィリピンの貧しい人々のために
余生をささげるべく、1972 年、マニラのマリア宣教者
フランシスコ修道会に赴任しました。
　たまたま体暇でバギオヘ行く途中、ベンゲット道路開
拓に日本人労働者が活躍したことやその後の彼らの境遇
を聞いた彼女は、彼らの子孫は今どこでどうしているの
だろうと心を痛め、手当たり次第に日系人の消息を尋ね
歩き、一人二人とその存在を明らかにしていきました。
■「もう日系人だと隠さなくても大丈夫。これからは皆
で助け合っていきましょう」と言うシスター海野の言葉
に、のり巻きを食べながら何十年ぶりかで日本語を話し、
人々は声を上げて泣いたといいます。
■「なにか私にできることはないの」と言うシスター海
野に、彼らの答えはいつも「子どもの教育」。ほとんど
定職を持たず、食べていくこともままならない彼らに
とって、学校の授業料は大変な負担でした。この恵まれ
ない日系人の子どもたちに奨学金を提供し、この国のた
めに有意な人材を育てる支援を一。　　　　　　　　■　　
そこれを知ったロータリアンは東京のロータリークラブ
に呼びかけ、まさに一隅を照らす事業と、WCS( 世界
社会奉仕 ) 活動の一環として実施し、3年の準備期間を
経て、1981年 9月 22日、パギオ基金を設立しました。

●本多会員　誕生日の記念品、ありがとうございます。
☀ニコニコBOX  合計 26,000 円　累計 416,000 円　
出席報告　　　　　 　　 　 　遠藤 ( 久 ) 出席奨励委員
　 　10月　4日　在籍 49名中　出席 35名  
　    前々回 (9 月 20日 )　出席率　95.65％ 
閉会点鐘 　　　   　 　 　　 　　　     小澤 ( 谷 ) 会長

バギオ基金ができるまで
バギオ基金は、フィリッピン・バギオの日系および一般青少
年を支援するため、一般財団法人比国育英会バギオ基金に
よって運営されています。育英資金の提供や日本への留学支
援、日比両国の親善友好に寄与しており、後援者からの寄付
で成り立っています。
設立して 35年になるバギオ基金の背景と、支援内容につい
て紹介します。

▲貧しい人々に余生を捧げたシスター梅野

▲山へと伸びるバギオの市街地
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山岡デンタルオフィス 院　長　山岡眞茂さん

▲ 山岡デンタルオフィス

山岡院長（治療室にて）▲

■今日は、山岡デンタルオフイスの山岡院長を訪問し、
医院のコンセプトや特徴、開業までの経緯や現在の状況
についてお聞きしました。
■山岡デンタルオフイスは、立川駅南口徒歩 5分、多摩
モノレール立川南駅徒歩 3分の賑やかな繁華街内のオフ
イスビルの２階にあります。
　当医院では、「すべての患者様に安心して治療を受け
ていただくこと」をコンセプトに掲げ、感染症からお守
りするべく徹底した衛生管理を行っているそうです。
　筆者が当医院を訪問した第一印象は、とても綺麗で清
潔であり、また、明るく、お洒落なイメージを受けました。
■山岡院長のインプラント研究臨床実績において世界
No.1 の呼び声高いニューヨーク大学インプラント科の
研修に年数回参加し、世界最高の技術習得に邁進してい
ます。
　安全で清潔な医院環境で、最新の総合歯科治療を。山
岡デンタルオフィスは、生涯にわたる歯の健康をお約束
できるような努力をしているそうです。
　当医院の特徴でもありますインプラント治療では「イ
ミディエイト・ロード・インプラント」を使用している
そうです。これは長期にわたる治療期間の短縮を実現し、
患者のストレスを軽減できるインプラントシステムを実
現できるそうです。

■山岡院長は、平成 12年３月北海道大学歯学部を卒業、
平成 15年２月に北海道大学歯学部付属病院口腔外科を
退職後、平成 15年３月医療法人聖和会、聖和歯科で勤務、
平成 16年２月移動により立川南口歯科で勤務、平成 21
年１月に山岡デンタルオフイスを開業されました。営業
時間は 11：00から 22：00までであり、夜間診療も行っ
ており、勤労者や緊急治療者も多く来院されるとのこと
です。
　先生は、現在、山岡院長１人の体制であり、昼の食事
もできない程の忙しさだそうです。１日 20 人から 25
人の治療が限界であり、予約が立て込んでいる状態との
ことです。インタビューをしていると山岡院長は、非常
に、穏やかであり、優しい性格と優れた技術が患者さん
からも人気がある理由だと筆者は感じ取りました。
　そんな院長先生ですが、最後に一言をお願いすると、
｢ロータリアンの皆様、歯の事で困ったり、悩んだらい
つでもどうぞ｣ と優しく語ってくれました。山岡院長の
人柄を表す言葉でした。
■山岡院長は半年ほど前からゴルフを始められたとのこ
とです。また、独身であり、素敵なお相手を募集中だそ
うです。（独身や募集中は失礼でしたね。すみません。笑）
山岡会員、診療の合間に取材に応じて頂きありがとうご
ざいました。（取材・平川会報委員）
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▲ いつもは美しい受付嬢がいますが、「恥ずかしい」と撮影を断られました。


