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の専門である歯についてです。歯と体の関係についてお
話ししたいと思います。歯と認知症は近年とても関係が
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深いのではないかと言われております。認知症というの
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は、脳機能が低下する病気です。脳には直結する 12 の
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脳神経のなかの「三叉神経」が支配しています。この三
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ると考えられます。普段立って歩くという行為も脳機能
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を使っており、脳機能の低下によってバランスを失うこ
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とで、腰痛などを引き起こすといいます。 脳機能を改
善すれば症状が緩和される可能性があります。下顎の上
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に上顎が乗り下顎が体とつながっていますが、片一方の
マルフさん

歯が抜けていると支えがないので、頭がズレます。重い
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ものが上にあるというのは、非常に不安定な状態になり
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ます。頭というのはボーリングの球が小指の先に乗っか
っているような状態なのです。そのバランスが崩れると
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欠席会員数

８名

欠席会員

１名中

事するのに問題ないとしても、入れ歯を入れることによ

出席会員数

２７名

MAKE UP

０名

り支えを作ります。頭の位置をちゃんとしないと、色々

77.14％

出席率訂正

96.77％

な症状がでてきます。噛みあわせのバランスを取ること

会

出

員

席

率

で脳機能低下を防止することが大切です。 自分がそれ
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に当てはまるかどうかの分かり易い方法としては、自分
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の写真を見てください。自分の写った写真を見て「あ

定文

れ？？顔が曲がっているな？？」思われる方は要注意で
す。そういう方はかみ合わせがずれていたりバランスが
悪かったりして知らず知らずの間にそうなっているの
です。歯の神経というのはものすごく脳に影響するので、
脳機能が低下する原因になる可能性がかなり高いです。
脳機能が低下することで起きるバランスの悪さ、筋力が
でない、もっと進めば認知症は歯の治療で治る可能性を
秘めているわけです。日頃から、どんなことに気をつけ

本日は第 2760 地区ガバナー、豊橋ロータリークラブ
会員の村井總一郎様をお迎えしての例会です。今回は私

ればよいかと言えばやはり今ある歯を失わないことだ
と思います。歯の機能として食事をすることは二次的な

もので、体のバランスをとっているという概念を持つこ

て南満州鉄道が爆破されたことにより、当時の関東軍と張

とが大切です。僅かなバランスの崩れが頭の位置を狂わ

学良軍か全面戦闘となり、1932 年満州全土を日本軍が制

せ、背骨をずらしたりして色々な病気を起こします。失

圧したことにより満州国建国がなされたと言う事件であり

ってしまったものはしょうがないので、入れ歯を入れる

ます。

なり方法もありますので、左右均等に噛めるように歯医

この事件については石原莞爾他関東軍参謀の暴走謀略とい

者さんで治してもらうことが大事です。治しても噛み合

われ、後日本の国際連盟脱退による世界的孤立が太平洋戦

わせがしっかりしていることも大事ということですよ

争の原因になったともいわれている事件です。

ね。入れ歯を入れたあとバランスが取れているか、体の

ここでお話したいのは、1930 年当時満州と地域はどのよ

バランスを調べる。入れ歯を入れてバランスが改善して

うな状況であったのか、日本は圧倒的な軍事力と経済力に

いないのであれば改善するような形まで改良すること

よりまさに東亜を侵略しようとしていたのかということで

が必要です。認知症などの原因にもなる口のまわりの神

あります。

経と歯の噛み合わせの関係、そして日頃から均等によく

まず満州の地域ですが、民族的構成については複雑であり、

噛むことや、頭を支えるバランスを意識することが大事

元来女真族、蒙古族。朝鮮族の居住地に大量に漢民族か入

というお話でした。

植していたという事情があります。さらに辛亥革命後の中
国の経済的発展と辛亥革命により漢民族の復権の意識が高

幹
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まり、政治的にも経済的にも大変難しとなっていたとの分

告

析ができます。とくに日本においては南満州鉄道という国

１．本日は、平和と紛争予防／紛争解決月間に因みまして、

策会社による経営がなされており、鉱山炭鉱繊維製鉄所等

会員

多岐に渡る事業を行い利権が存在していたことも事実であ

宇都木 寧君より卓話をして頂きます。

２．来る３月１３日（水）
、名古屋東急ホテルにて行われる

ります。

創立記念夜間例会及び I.D.M.の出欠票を同封致しましたの

今回お話するのは、大連長春といた大都市ではなく間島と

で、２月２７日（水）までにご提出下さい。

いう朝鮮半島に近い町の周辺のお話であります。

３．先日の【会場移転に関するアンケート】の結果集計後、

政治的に受け入れられないと会員の方もお見えになると思

１月３０日（水）に開催いたしました第７回理事会にて、

いますが、私の大叔父か無念の死をとげただ事件ですので

名古屋東急ホテルへの会場移転が決定いたしました。それ

お耳を拝借出来ればと思います。

に伴い、
【会場移転準備室】を立ち上げさせていただきまし

事件は柳条子事件の翌年昭和 7 年 6 月 23 日に起こります。

たので報告させていただきます。

700 名あまりの匪賊が間島周辺の部落を襲うとの情報の下．
30 人の警察官がかけつけますが、反撃に遭い、3 名の警察

委 員 会 報 告

官が殉職した事件です。なくなった警察官は加藤、今井、
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崔 3 名であり、その捜索には現地の朝鮮人会の協力を得て
いたという事案であります。
なぜ朝鮮人会が満州に存在するのかという疑問もあるかも

ご 報 告
・新事務所開設のご報告

しれませんが、元々高句麗以来朝鮮族か居住し日韓併合後
（会員
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朗）

卓話
《戦争と紛争予防・紛争解決月間卓話》
「悲劇の前夜」―歴史はうそをつく
会員 宇都木 寧君

は移民として流入し人口が増加したところにあります。そ
こで水田耕作を営みそれなりの生計を営んでいたところ、
当時の中国治安悪化により匪賊強盗団の襲う対象となって
ものであります。当時朝鮮族は我が国国民でしたので居留
民保護は日本国の責務として行わなくてはなりません、た
だし軍隊ということなると当然侵略行為となりますので、
日本と清との条約によって領事警察による保護という方法
をとらざるを得ないわけです。
このような状況下で、朝鮮人農民か襲われるという事態で
元領事警察は出動したわけです。しかし警察と匪賊では人
数ばかりでなく、装備も訓練も異なります。そして殉職者
をだしてしまった事件です。
この事件で満州在住の朝鮮人農民を守るため現地の朝鮮人
が積極的に行動している事実もあります。朝鮮人の警察官

本日は我が家の歴史から見た満州事変についてお話したい

も任務に就き、協同し匪賊強盗団と立ち向かったという事

と思います。満州事変は 1931 年 9 月 11 日柳条湖におい

実であります。おそらく 3 名の殉職警官も、勝てると言う

気持ちではなく、なんとか農民を守らなくてはならないと
いう正義感から任務に就いたと思います。3 名の死体はバラ
バラにされ頭部はありませんでした。
では現在この事件はどのように評価されているのでしょう
か。強盗団は漢民族か主体でした。朝鮮族がいたことから
中国では抗日義勇軍の勝利、韓国では独立闘争の一つとし
て朝鮮独立義勇軍、朝鮮臨時政府の華々しい歴史的勝利と
されているようです。シリアにおけるイスラムステート以
上の暴行略奪が等しく革命的勝利となるのか、お考えくだ
さい。
最後に殉職した加藤一馬巡査は私の祖父の弟にあたります。
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例会におじゃましました。後半期もよろしく。
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今週、来週、麻雀友の会の開催日です。出

席の方はお忘れにならないよう！
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女性会員より。
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2 月 7 日 5 人目の孫誕生！又、
男子でした。

寧君

2 月から新しい事務所を開設しました。
誕生日を祝っていただいて。
本日卓話をさせていただきます。

【本日は宇都木会員による月間卓話です。よろしくお願い
します。】
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