
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
［第 3グループ内の例会日］  狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火) 

                   所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月) 

第 913回(9月 11日)例会の記録  
 

点 鐘     若松泰誼会長  
合 唱     四つのテスト 
第２副ＳＡＡ  奥富君、小澤君 
卓話講師    大生病院歯科・口腔外科 
           阪 口 英 夫 先生 
ビジター        米山奨学生 金強重君 

 

※出席報告 
会員数 出席者数 出席率 前回修正 
30名 21名 67.86％ 96.43％ 

 

  会長の時間         若松会長 
9 月 5 日に第 3 グループ

の会長・幹事会がございま

した。来年 3 月 9 日に IM
を行います。その IM で各

クラブ発表をして頂きたい

ということですが、どのよ

うな発表かといいますと、

｢新世代奉仕部門｣か｢国際

奉仕部門｣の年間の活動報告ということで、海外の

ロータリークラブと合同で取り組んだ姿等があっ

たら発表して欲しいということです。我々が植樹

に行ってきた話をしたところ、是非とも発表して

欲しいとのことでしたので、栗原(成)さんにもお話
をしたところ、他のスケジュールを変えてでも発

表をしたいと仰っていました。IMプレゼン担当者
につきましては、担当者が決まりましたら、3 回
ほど打ち合わせをしたいということです。後日担

当を決めさせて頂きたいと思います。 
また、先週のガバナー月信に狭山中央ロータリ

ークラブに退会者 9 名と載っていましたが、そん
なことはございませんので、事務局を通して連絡

をさせて頂きました。そして、次のガバナー月信

での訂正をお願いしております。 
御祝事の報告ですが、稲見幹事が「関東中央整

備局の局長表彰」という大変な表彰を受けられま

した。おめでとうございます。そして先日モンゴ

ルに行った時の、前駐日大使・ジグジッドさんが、

今度は鉱物資源省の事務次官になられたそうです。

その上は大臣となるそうで、大変な出世とのこと、

嬉しく思います。 
今日は我々2570地区の大変な問題、時期ガバナ
ーの中井眞一郎さんの色々な問題について資料を

配らせて頂きました。 
今年の 4 月に地区協議会がございました。そこ
で時期ガバナーとして中井さんがご挨拶されたの

ですが、セミナーは全て中止、地区協議会を無く

そう等、ある意味では大変な改革なのでしょうが、

かなり衝撃的な内容のお話をされました。その後、

午後は無断欠席をされたそうで、出席されている

方が呆気に取られたということがありました。私

も参加をしておりましたが、来年は随分と大変な

方がガバナーになるのだという印象を受けており

ました。そして今年の鈴木年度ガバナー月信第 1
号にまた中井さんの記事が載っており、「35 名以
下のクラブは解散か合併をして欲しい」等々の内

容が書いてあったのですが、これに対してクラブ

の指名委員会から「クラブの合併や会員数の最少

人数などはガバナーや地区が決めることではなく、

国際ロータリーの会員であるクラブが自主的に決

める事であり、ガバナーが決定できることではな

いからです。」といった抗議がされております。8
月 1 日に直前指名委員長が召集者となって、地区
幹事の代表 6 名と指名委員等による「ガバナーエ
レクトを囲んでの懇親会」を開催し、その席上で

中井さんに、「ロータリーに対するこれまでの言動

を反省し、9 月号ガバナー月信で謝罪をしてもら
いたい、それができなければ身を引いて貰いたい」

というお願いをしたそうです。ところがいずれも

拒否をされ、現在収拾不能の状態となっているそ

うです。 
指名委員会も辞めさせることはできないそうで、

中井さんに自主的に辞めて頂くことが一番良いそ

うです。恐らく個人の考えが表通りをどんどん歩

いているのだと思いますが、なんとも理解し難い

話が沢山あります。中井さんは弁護士らしいので

すが、下がるに下がれず最後まで戦うようなこと

を仰っているそうです。9 月になり、来年に向け
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ての色々な行事がスタートしなければならない時

に、一向に何も進まないということで、今のガバ

ナーや指名委員会の人たちが頭を抱えているとい

うことが現状だそうです。 
また質問ということで、新狭山ロータリーから、

あまりにもセミナーが多すぎるという意見がでま

した。我々は委員長さんに協力して頂き、時々セ

ミナーは休ませて頂いておりますが、会によって

は、会長さんは毎週土曜日が潰れているそうです。

ガバナー補佐の話ですと、本年度の地区幹事の

方々が非常にまじめで、色々な企画をされるそう

ですが、それで毎週呼ばれてしまい、自分の事が

何もできない、土曜日がほとんどそれで潰れてし

まい休みがないと話されている方もおりました。

これは色々なクラブからも出ている意見だそうで、

来年以降の為にも少しセミナーを減らして欲しと

いうことが、私の本音でございます。セミナーに

行きますと 1 日潰れてしまいますので、他の時間
に充てたいと思うのが本音ですが、なかなかそう

もいかないと感じました。 
 
 

  幹事報告                稲見幹事 
 
1. 第３Ｇ、ＩＭプレゼン担当者選出について 
2. 第11回ロータリー全国囲碁大会開催について 
3. 国際ロータリー日本事務局財団室よりの
｢2013 年に導入される補助金に向けてクラブ
が準備するために｣という予定表について 

4. 第 3 回青少年を育てる狭山市民会議理事会開
催について 

5. 例会変更 飯能ＲＣ 所沢ＲＣ 新所沢ＲＣ 
       所沢中央ＲＣ 入間南ＲＣ 
6. 受贈会報 入間南ＲＣ 飯能ＲＣ 

 
 

  委員会報告    
Ｒ財団) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 吉松委員長)

財団セミナーが 8 日に、嵐山にある国立女性教
育会館で約 120～130 人集まりまして開催されま
した。私どもが財団で取り組んでおります、マッ

チング・グランドの話は一切出ておりません。恐

らくまだ申請書が回っていないため読み上げて頂

けないのだと思いますが、次回は 2 月でございま
すので、その時には紹介して頂けると思います。

先日お話申し上げたように、それまでに全て英文

で申請書を出すということで、干ばつでどのよう

なことをするのか聞かれたときに、ゴビ砂漠のよ

うな、サラサラした場所に植えるのではなく、ゴ

ビ砂漠のようにならないために、8～10 月の 3 ヶ
月に緑化している場所、草原地帯を砂漠化しない

ための防止だということを伝えたところ、理解し

て頂きましたので、それに向かって文章を作成中

です。これをなんとかクリアできれば、どれくら

いかはわかりませんが、来年は予算が出ると思い

ます。 
会議の内容と致しましては、ガバナー、諮問委

員・西川さん、諮問委員・野中さん、財団委員長・

松本さん、推進委員長・柴崎さん、補助金奨学委

員長・茂木さんという順で進んでまいりまして、

先ほど会長がお話された中井さんもお見えになっ

ていました。中井さんのご挨拶がございましたが、

さわやかな顔で、内容も我々にわかるような話を

して頂きまして、話がついたのではないかという

感じを受けました。次回の月信で恐らくわかると

思います。 
私と柴田さんで行って参りました。中身は非常に

濃いのですが、時間がありませんのでこれで終わ

りにさせて頂きます。 
 
米山奨学生 金強重君 

先日 8日、9日と研修旅行に行
って参りました。役員の皆様と

一緒に 1 泊 2 日、米山梅吉氏の
記念館に行き、梅吉氏の生涯が

どのようなものであったか、ま

た若い時代に良い師匠が梅吉氏

を支え、教育したことによって、

立派な人になったのだとわかりました。 
私も皆様に出会ったことが、良い師匠に出会った

ということだと思いながら、残りの奨学生の期間、

皆様に良い教えを受け、梅吉氏のような立派な人

間になるように頑張っていきたいと思います。宜

しくお願い致します。 
 
 
「外来卓話」・・・・・・・・ 
『 口腔ケアについて 』 

大生病院歯科・口腔外科 
             阪 口 英 夫 先生 

前回、狭山市で行われております介護予防につ

いてお話させて頂きました。今回は私の専門であ

ります、｢口腔ケア｣について、恐らく皆さんの頭

の中で思うものとは少し違ったお話をさせて頂き

たいと思います。 
本年 12 月に｢大生水野クリニック｣というクリ



ニックを、現在の病院の前にオープンすることに

なりました。医院長が耳鼻科の大前先生、摂食嚥

下障害の患者さんの治療では有名な先生でござい

ます。皆様にもなるべく受診をして頂けるように、

今回は土曜日もオープンすることに致しました。

これからは歯科も土曜日に受診することができ 

ますので、是非今後とも宜しくお願い致します。     
今回は感染予防をテーマに致しまして、患者さ

んになるべく安全に歯科治療を受けて頂こうとい

うことで、最新の設備を投入致しました。完成の

折には皆さん見に来て頂けると有り難いと思って

おります。 
私の勤務しております大生病院、最近は蜂蜜を

作ったり、温泉を掘ったりと、おおよそ病院とは

思えないようなことをしております。そしてもう

一つ私の専門の｢口腔ケア｣ということも、病院と

しては珍しいことなのです。｢口腔ケア｣の何が珍

しいかといいますと、先日私もスーパーに行きま

したところ、オーラルケア用品と書かれて歯磨き

用品が売られておりました。実は私の専門の「口

腔ケア」と言いますのは、寝たきりの患者さん、

病気になってしまいご自身で歯磨きが出来ないと

いう患者さんの口の中をケアする、これは歯科衛

生士さん、私共で言う看護師さんのような職業の

方なのですが、こうした方が専門知識を持って口

の中をケアすることを「口腔ケア」と呼びます。

ですからご自身の歯磨きとは若干違うと思って頂

いたほうが良いと思います。 
私が大生病院に入職したときに、まず患者さん

が病棟から連れてこられると、お口の中が非常に

汚れている状態でした。私が入職したのが平成 4
年でしたので、当時「口腔ケア」という言葉もま

だなく、食事をしていない、食べていない患者さ

んのお口の中も汚れた状態でした。実は食べてい

ない方の方がお口が汚れてしまいます。特に経過

栄養といって、食事がとれなくなり鼻からチュー

ブを入れて胃に直接入れるといった医療行為、鼻

腔栄養がありますが、こうした患者さんは食べな

いので非常に汚れます。また意識障害と言って意

識が無い状態、終末期と言う患者さんですが、鼻

から息もできないので、気切という切り目を入れ

てそこから息をしている状態ですと、口からも食

べられませんし、ご自身で歯磨きをすることもあ

りません。こうした方の口腔は非常に汚れ、歯が

ない方でも汚れてしまいます。やはり食事がとれ

ていない、食べ物を食べない、口の機能が落ちて

いる方、正常に口の機能が働かないと非常に汚れ

てしまうのです。食べないだけではありません。

食べている方でも、脳梗塞などで麻痺がおこって

しまい、食べ物が上手く流れなくなる等、病気で

体が不自由になってしまうと、上手く食べられな

かった食べ物が口の中でずっと放置されてしまう

ため、お口の中がとても汚れてしまいます。 
前回、口の汚れが肺に入り、誤嚥することによ

って誤嚥性肺炎という肺炎が起こるということを

お話させて頂きましたが、こうしたことを予防す

る、きれいにすることを「口腔ケア」と言います。

こうしたお話をすると、私は病気ではないから大

丈夫と思われる方がいらっしゃいますが、私たち

歯科医が、患者さんの歯が無くなると歯を入れる

ことを薦めるのは、決してお金を儲けようという

ことではありません。健康で外来にいらしている

患者さんがおりますが、この方の上の歯の左右の

噛合面が明らかに片方だけ汚れている状態でした。

何がこう汚れさせるかといいますと、実はこの方

は汚れている面の方の下の歯がありませんでした。

入れ歯等を入れていると違和感があり、入れられ

ないという方も多いのですが、そういう方は噛ん

でおりません。歯には食べ物を噛むことによって、

口の中をきれいにするという、自浄作用がありま

す。ですから歯が無くなって歯を入れないと、上

手く食べ物が噛めない、そのため口の中が汚れて

いってしまうのです。寝たきりでご飯を食べてい

ない人は自浄作用が全くありませんので、口の中

が汚れてしまうのです。 
私もこの病院に入った時にこうしたことに気が

付きまして、それから理事長先生に無理を言なが

ら 20年間、「口腔ケア」に関して研究をしてまい
りました。今日は「口腔ケア」についてもっと、

長年の研究によってわかったことを皆さんにお話

させて頂こうと思っております。 
｢口腔ケア｣の由来すが、皆さん看護師さんで有

名な方だとナイチンゲールを想像されるでしょう

か？しかしナイチンゲールと同じ位、看護の領域

で有名な方がいらっしゃいます。ヴァージニア・

ヘンダーソンという方で、看護師さんに聞くと大

抵の人が知っているという、看護学校で必ず習う

人です。 
ヴァージニア・ヘンダーソンは 1960 年に看護
の基本となるものという、今の看護師さんの基本

になる本を出しています。アメリカの看護師さん

で、ナイチンゲールと並び称されるほど有名な看

護師さんです。この看護師さんがその本に「口腔

ケア」について下記のように書いています。 
｢歯を磨くこともすごく簡単なことであると多く

の人は思っているが、実際には口腔衛生について

十分知っている人はほとんどいない。意識を失っ

ている人の口腔を清潔に保つことは、非常に技術

を要し、よほど熟練した看護師でないと有効に、

しかも安全に実行するのは難しい。実際患者の口

腔内の状態は、看護の質を最も良く表すものの一

つである。」病棟の患者さんの口の中を見ると、こ

の病院の看護の質というものがわかる、というこ

とを 1960 年にヴァージニア・ヘンダーソンは言
っていました。この人が看護の神様であると言わ

れるのは、1960年にもうそのことを知っていたと
いうことです。ではヴァージニア・ヘンダーソン

はなぜ患者さんの口を綺麗にすることが難しいと

言っているのでしょうか？これは色々な要因があ

ります。 



私も昨年 9 月、先の大震災で多くの人が亡くな
った気仙沼に支援に行ってまいりました。皆さん

も被災地に身元確認のため歯医者が行くというこ

とを新聞等で読まれたことはありますか？なぜ歯

医者が身元確認をするのかご存知ですか？ 
現在の法律上、身元確認の方法は 2つ、1つがDNA
鑑定、もう 1つが歯科的特徴（歯型）、この 2つが
一致すると全く何も持っていない人でもその人と

判断して良いと決まっています。では歯型とはそ

んなに個人を特定できるものなのでしょうか？ 
歯形が一致する確率、皆さんのお口の中と同じ

口の中を持っている人がいる確率は1/1億人です。
歯が抜けたり、かぶせ物を入れていたり、ある人

は入れ歯を入れていたりするわけです。その位置

が、歯とは上下合わせて約 32本ありますが、部分
的に違う、この特徴を持つのは 1億人に 1人とい
う計算だそうです。逆に言えば、同じ口を持って

いる人はいないということです。そのため身元鑑

定ができる、そのくらい口の中というのは個別性

が高いのです。ですからそれぞれの人に合わせて

ケアをしていかないと、口の中は綺麗になりませ

ん。 
ヴァージニア・ヘンダーソンが神様と呼ばれる

理由、1960年にそれに気づき、それくらい個別性
の高いケアができる病院はすごく良い病院だと言

っている、こうしたことに気づくことが看護の神

様と呼ばれる所以だと思います。それくらい｢口腔

ケア｣は難しいと言われております。しかしその難

しい｢口腔ケア｣、日本は昨年病院数が 7,587病院、
そのうち 6,500病院、86％の病院は歯科医がおり
ませんでした。このような病院は外から往診に来

るか、歯の事は全くやらないかのどちらかです。

歯科がある病院は 1,184病院、約 14%の病院しか、
歯科が併設されておりませんでした。これでは入

院されている患者さんの口腔トラブルには対応が

できません。ヴァージニア・ヘンダーソンが口腔

ケアを一生懸命している病院は質が高いと言って

おりますが、そこまで中々いかないというのが我

が国の現状です。これをもう少し増やしていきた

いということが、私たちのライフワークでもあり

ます。 
｢オーラルケア｣、誰が一番初めに｢口腔ケア｣と

いう名前を付けたのかということが、私の研究テ

ーマです。1973 年に「terminal patient/oral 
care」という世界で初めて「オーラルケア」とい
うタイトルで出されたアメリカの本があります。

25,000 円もする非常に貴重な本ですが、｢口腔ケ
ア」で貴重なわけではありません。今の｢口腔ケア」

の本は、絵が非常に沢山描いてあり、口の中をど

のようにきれいにするかということが沢山書いて

あります。しかしこの本は字ばかりです。

“Terminal patient” というのは終末期の患者
さん、死期が近く医療も施せないような亡くなる

寸前の患者さんということなのですが、その患者

さんへの｢口腔ケア」、口の中のケアをどうするか

と言う本で、これが世界で初めて「オーラルケア」

というタイトルで出された本です。中に少しだけ

写真がありますが、電動歯ブラシが載っています。

電動歯ブラシとは元々、手が不自由な人が歯を磨

くのに便利なようにできた商品で、1960年にアメ
リカで開発されたものですが、これが唯一この本

の中の写真です。 
この本、あることで有名で値段が高いのですが、

実は看護の本でも、歯医者の本でもありません。

何の本かと言いますと、「originally published in 
the journal of thanatology」と書かれており、
thanatology の本、thanatology とは死生学とい
う学問です。死生学とはある種の哲学で、死生観

ということは聞いたことがあるかもれませんが、

人はどう生きるかといった問題です。この本は“死

生学”という 1970 年代にアメリカでブームにな
った学問の本でして、そのシリーズの一つとして

出されたものです。 
1970年代アメリカでは医療が進み、病院で亡く

なるということではなく、自宅で亡くなったりと

色々な方法で終末期を迎えるという、ベトナム戦

争が終わり死と言うものをしっかりと考える時代

が訪れたそうですが、その時に出てきた学問です。

今日本でもブームでして、東京大学に臨床死生学

講座という所があり、私も東大の臨床死生学講座

に行き、死生学とはどのような学問かということ

を勉強ました。死生学とは臨床の現場、つまり我々

のような亡くなる患者さんを目の前にして、どう

それに対応したら良いかということを非常に悩ん

でいる人々の学問です。こういう話をするとすこ

し難しく感じてしまうかもしれませんが、今死生

学がブームだといった理由がございまして、「おく

りびと」という映画がありますが、これが非常に

死生学の映画なのです。死生学とは宗教によらな

い死生観、やはり我々は死ぬと天国に行く等、宗

教的に死を捉えることが多いのですが、しかしこ

の映画は全く宗教色がありません。死んで天国に

行く等といったことは何もなく、この映画の中で

は「死というものは門である」という話がでまし

た。次の世界に行くための門であるという考え方、

日本では割と仏教の方が多いので、こうした学問

はいらないのかもしれませんが、外国だと色々な

宗教の人がいて、色々な宗教の方が亡くなる直前

に病院に来て、その人達に対応するためには宗教

を超えた死生観が必要となり、その死生観が死生

学であると言われております。どのような宗教の

方にも必ず死は訪れ、宗教を超えて死というもの

に対応していくためにどうとらえるかという学問、

それを映画では分り易く、なんとなく人間の根本

の部分が描かれておりました。これが死生学の映

画だと言われると、なるほどと納得するようなも

のでした。 
口腔ケアは、この死生学という所から発祥した

ということです。この本には終末期に於ける患者

さんの口腔の問題、末期の患者さんに焦点を合わ



せて死生学財団がこの本を作りましたと書いてあ

ります。この時代には死生学、終末期の患者さん

の問題ですが、非常に多くの研究が成されており

ます。シシリー・ソンダースという方が、世界で

最初にホスピス、今でいう緩和医療の病院をイギ

リスで作ったこの時代が 1967 年、ちょうどこの
本が出される少し前の事です。この本には、当時

のシシリー・ソンダースがどういった患者を終末

期として迎えるかということも書いてあります。

「オーラルケア」とおった問題よりも、恐らくそ

ちらの方が、価値があるのだと思います。そのた

め高価な本なのだと思います。 
もう一つは、エリザベス・キューブラー・ロス

という医師、日本でも有名な「On Death and 
Dying」、死を迎える人がどのような気持ちの変化
があるかということを研究した医師がいます。こ

の方も 1969年にこのような本を出しております。
この年代、死に対しての死生学という分野では非

常に研究が盛んでした。その時に同じく「オーラ

ルケア」という本が出されております。 
私が大生病院に入り 20年経ちますが、なぜこの
分野を研究しようと決めたかといいますと、大生

病院に転院したてのある患者さんがおりました。

この患者さんが、虫歯が酷いので診て下さいとい

うことでしたので診てみると、やはり虫歯が沢山

ありました。終末期だからこのような状態でも仕

方ありませんよね、と言いたかったのかもしれま

せん。入院して少しの時間でそうなってしまった

ようですが、私たち歯科医師にとってはとてもが

っくりくる状態でした。 
皆さん8020とはご存知ですか？80歳で20本の

歯を残そうということなのですが、私は大学を平

成元年に卒業しましたが、8020だから一生懸命治
療をしましょうと言われ、学校を出ました。患者

さんには一生懸命磨いて下さいね、虫歯にならな

いようにしましょうねと言ってきました。この患

者さん、虫歯の治療痕が一つもありませんでした。

私たちでいう簡単な治療も受けていないのです。

治療をしないように、最後の最後まで一生懸命歯

を磨いていたのでしょう。しかし最後に病気にな

り、口腔ケアが行き届かない病院に入院し結果、

虫歯だらけになってしまったのでしょう。私たち

が一生懸命 8020 だと治療をしていても、最後の
最後にこうした状態になってしまうということ、

この患者さんはこれで幸せなのだろうか、私たち

歯科医師は元気な人を相手に治療をしてくだけで

はなく、終末期の状態でこのようにならないよう

にすることも一つの役割だろうと思いました。 
死生学の本として出した「オーラルケア」を執

筆したのは、オースティン・クッシャーという歯

科医師でした。オースティン・クッシャー先生は、

恐らくこのような患者さんを診て、これではいけ

ないということでこの本を執筆したのだと思いま

す。ここには、終末期の患者さんに於いて口腔は

非常に重要であるので、その最後の日まで最小限

の不快と最大限の尊厳を持ってケアしましょうと

書かれております。 
人間の尊厳とは死生学的に非常に大切なもので

す。皆さんも尊厳死ということを聞いたことがあ

るかもしれませんが、尊厳死とは決して安楽死で

はありません。尊厳を持って最後を迎えようとい

う言葉です。尊厳ある死というのは、終末期の患

者さんの最後の日々をどう支援するかの言葉、

我々医療者はやはり治療をし、患者さんを治すと

いうことも大切ですが、治療が及ばず最後を迎え

る患者さんをどのように迎えるかということも大

切です。最小限の不快と最大限の尊厳、尊厳は死

を形容するのではなく、死に向かって最後の生き

ている人の在り方を形容しているのです。 
｢口腔ケア｣が死生学から生まれたものだという

ことは今まで誰も知らなかったことでして、今私

は口腔ケアの大切さ、ヴァージニア・ヘンダーソ

ンが看護の神様と言われる理由を話して、日本全

国回っています。私たちとしては、人が最後まで

人として在り続けるために、口の中まできれいに

しておきたいということが非常に大切だと伝えな

がら、「口腔ケア」を広めております。 
 
              
 
 
 

 
 
若松君 阪口先生、本日の卓話楽しみにしていま

した。よろしくお願い致します。 
稲見君 大生病院歯科、阪口英夫先生、今日にお

話楽しみです。よろしくお願いします。 
    ありがとうございました。 
江原君 (医)尚寿会大生病院歯科部長・阪口英夫先

生、本日はお忙しい中、ようこそお出で

下さいました。｢口腔ケア｣についての卓

話、何卒よろしくお願い致します。 
寳積君 阪口先生、忙しい中、卓話に来て頂いて、

出席率が悪くて済みません。 
小島君 大生病院歯科部長・阪口英夫先生、よう

こそお出で頂きました。卓話楽しみにし

ておりました。 
中谷君 大生病院歯科部長・阪口英夫先生、度々

の卓話ご苦労様です。 
    米山奨学生、金強重君ようこそ、例会楽

しんで下さい。 
高田君 阪口先生、今日は忙しいところありがと

うございます。よろしくお願い致します。 
吉松君 2011年度、国土交通省関東整備局長、優

良工事等局長章に稲見さんの会社・平和

フィールド(株)がＨ23 秋山川築堤用地調
査等業務(その2)他2件で表彰されました。
おめでとうございます。 

夫人誕生祝 中谷君 



※ 次の例会  点鐘 午後 6時半 （於）狭山東武サロン 
９月１８日(火)  家族同伴お月見夜間例会 

(モンゴル植樹報告ＤＶＤ鑑賞) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

９月は新世代月間です)
)

)

)

各ロータリアンは青少年の模範)


