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VOL. ４５  No.７ （通算Ｎｏ．2129） 

                         

2007 年 8 月 22 日（水）例会プログラム 

点鐘                            ロータリーは分かちあいの心 
ロータリーソング               2007－08年度 国際ロータリー会長 
ビジター紹介                     ウィルフリッド J. ウィルキンソン 
出席報告                      
ＳＡＡ報告                         
諸報告                      2007―2008年度 会長テーマ 
幹事報告                      奉仕に熱意 
オーストラリア交換学生帰国挨拶                思いやりの心で 
新会員卓話  樫村文雄会員 
 

 

  例会報告  Vol.45  No.６（No.2128）  ８月８日（水）晴れ  (司会北村陽太郎委員長） 

 

本例会での主な事項 

◇会長挨拶 大串 卓会長   ◇外部卓話 山岡時生様 

 

ビ ジ タ ー 

米山奨学生 陸 洪省さん 

卓話者    山岡 時生様  令夫人 劉 淑文（１９９２～１９９４年米山奨学生）さんとお子様 

 

誕 生 祝 

≪配偶者≫福田会員 

 

諸 報 告 

雑誌委員会 （石塚利明委員長） 

ロータリーの友記事紹介 

Ｐ５ ２００７年ＲＩ国際大会 Ｐ２２ 新樹の声 

国際奉仕委員会 （五木田利明委員長） 

８月５日（日）無事、オーストラリアへ３名の学生さんたちが出発しました。既に隅屋さんから第一報が届き

ました。 

 

幹 事 報 告 

週報受理クラブ なし 

例会変更クラブ 龍ヶ崎中央ＲＣ ８月１０日（金） 休会 

                      ８月２４日（金） 例会場変更 「やぐち亭」 

            稲敷ＲＣ  ８月 休会 

 

会 長 挨 拶 （大串 卓会長） 

皆さん、こんにちは。米山奨学生の陸さん、本日卓話を頂きます山岡様、劉さん、ようこそいらっしゃいま

した。会員一同心より歓迎申し上げます。 

今日は８月８日です。何の日か御存知ですか？ 暦のうえでは、２４節気の１つ立秋です。今日からは残
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暑お見舞いになります。しかし、日本では語呂合わせでいろいろな日を

作っています。８がならんでいる、八がならんでいる、歯がならんでいる、

「歯ならびの日」だそうです。そういう日なので、たまには職業の話をした

いと思います。歯並びの話なので会員の皆様には手遅れですが、お孫さ

ん達の年代の子供が注意する話になります。 さて、人間の歯は何本生

えるでしょうか。生後７～８ヶ月で乳歯が生え始め、２歳半～３歳で乳歯列

が完成します。乳歯の数は２０本です。永久歯は６歳頃から生え変え始

め１３歳ごろに永久歯列が完成します。永久歯に数は、親知らずをのぞ

いて２８本です。 

歯並びの悪い例を少し紹介します。歯並びがデコボコしているいわゆる「乱ぐい歯」といわれる状態です。

これは、顎と歯の大きさのバランスが取れなくておこるのが主です。八重歯もこの１種で、こうなりますと歯

ブラシが届きづらくなり、虫歯や歯周病にかかりやすくなります。この原因は、遺伝的なものが多いですが、

幼児期の偏食や乳歯のひどい虫歯などでも起こることがあります。 

 次に、上下の歯がずれている状態、上顎の前歯の中心と下額の前歯の中心がずれていて、奥歯が噛

み合わない状態です。すると、食べ物をよくかめず、飲み込む癖がついてしまいます。この原因の１つに、

長時間頬ずえをする癖などがあります。 受け口、下額の歯が上顎の歯よりも前にでていて、噛み合せが

逆になっている状態です。この原因に１つには、上顎が小さすぎたり、下額が大きすぎたりの発育のバラ

ンスが悪いことが挙げられます。すると食べ物をうまく噛めなかったり、発音がしにくくなります。また、前歯

の上下にすきまが出来ている、開咬と呼ばれる状態もあります。これは子供のころの指しゃぶりやおしゃ

ぶりの過度の使用、舌を出す癖などでおこります。簡単に不正咬合について説明しましたが、このような

状態がみられましたら、すぐに専門医に相談しください。 

 
外 部 卓 話    山岡時生様  「欧州と日本の職務文化の違い」 

略歴  昭和４１年生まれ（４０歳） 
平成１８年７月  財務省関税局参事官室（ＷＣＯ）現職 
平成１５年６月  在ベルギー日本国大使館一等書記官 
平成１４年５月  東京税関業務通関部門 統括審査官 
平成１３年７月  財務省関税局国際機関課（ＡＳＥＭ） 
平成１２年７月  財務省関税局国際機関課（ＷＴＯ） 
平成９年７月   ＵＮＣＴＡＤ事務局（ジュネーブ） 

学歴 平成６年３月  筑波大学大学院 経営・政策研究科終了 
平成元年３月  京都大学農学部卒業 

妻の劉淑文（りゅう しゅくぶん）が 15 年ほど前に米山奨学生としてお世

話になりました。そのご縁で、ロータリークラブで話をさせていただく機会

をいただき光栄です。 

簡単に職務経歴について紹介させていただくと、平成 9 年から、スイス・

ジュネーブにあるＵＮＣＴＡＤ（国連貿易開発会議）において、ＷＴＯ（世

界貿易機関）に加入したいとする途上国への技術支援、特にベトナム、ラ

オス、カンボジアを担当しました。日本に戻った平成12年からは、財務省

にて、ＷＴＯ、特に中国のＷＴＯ加盟問題を担当し、日本政府代表団の

一員として中国との交渉に携わりました。さらに平成 13 年からは、アジア

と欧州の協力を目的としたＡＳＥＭの中で税関分野での担当となりました。平成 14 年からは東京税関の

通関部門において、農産物の輸出入に携わりました。税関では、分類、評価等の問題があり、特に分類

については、関税率決定に関わるもので運用は大変難しいものがあります。平成 15 年からは外務省・ベ
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ルギー大使館に出向となり、ベルギー・ブラッセルにおいて、世界の税関の制度等を調和・簡素化するこ

とを目的とした税関に係る国際機関であるＷＣＯ（世界税関機構）の担当となりました。ＷＣＯは、分類、

評価、セキュリティ、貿易円滑化、監視等の分野における分野を各国税関と調整しています。 

欧州に 6 年住んだ経験等から、欧州と日本の職務文化の違いについて話させていただきたいと思います。 

 一つは、サービスに関してサービス提供者と消費者の認識が大きく異なっていると思います。日本であ

れば、家電量販店にいくと、店員は商品についての知識は大変細かく知っており（そのような教育を受け

ており）、大概の質問には答えてくれます。一方、欧州では、担当者も、商品に表示してある説明以上は

知らず、調べるといってもマニュアルを持ってきて読み始める始末です。ただ欧州では消費者もそれほど

多くのことを聞くようでもありません。また、大使館においても秘書などは現地人を雇っているのですが、よ

っぽど例外的な場合を除いて残業はしません。ＥＣ官僚なども忙しいは忙しいのですが、それほど勤務

時間は遅くはないようです。よく経験したのは、日本代表としてＥＣに対し質問をしたとしても、彼らは自分

の仕事のプライオリティに従って仕事をしますので、回答は相当遅くなってしまいます。一方、親としての

欧州人は親切で、家族や友人との時間を非常に大

切にしているとの印象をもちました。こうしたことを背

景に、消費者としてもサービス提供者に対する期待

は低いのではないかというのが感想です。 

また、組織についても、日本の（特に国内官庁）職務

組織は重層的なピラミッド型であるのに対し、ＷＣＯ

やＥＣなどでは、担当者がほとんどの責任を持ってい

ます。国際的な取り組みを行う場合うには迅速な意思

決定が必要であり、そのような平べったい組織の方が

機能的であるように思われました。 

 
出 席 報 告 （大塚令昌委員長） 

会員総数 出席者数 欠席者数 賜暇 メーク 出 席 率 

５０名 ４０名 １０名 ０名 １０名 １００．００％ 

 
ニコニコボックス（海老原良夫ＳＡＡ）               入金計 ￥31,000  累計￥498,000 
誕生祝御礼≪配偶者≫福田会員 

先週は皆様の協力で公式訪問無事に済みました。有難う御座いました。  大串会員 

山岡先生、卓話ご苦労様です。宜しくお願い申し上げます。  田上会員 

公式訪問ご苦労様でした。  小島・北村（英）  各会員 

米山奨学生の劉 淑文さんを宜しく。ご主人が本日の卓話者です。  飯塚会員 

そろばんの日、ひげの日、瓦の日、笑いの日、でぶの日、ひょうたんの日、蛸の日、親孝行の日、はぜの

日、発酵食品の日、歯並びの日、屋根の日、果物の日、米の日だそうですが、私は今日もお酒の日です。                   

青木（正）会員 

ガバナー公式訪問出席有難う御座いました。  出席委員会 

８月５日のオーストラリア交換留学生が無事出発しました。  石塚（利）会員 

その他  山野井・北村（仁）・鈴木（邦）  各会員 

先週の公式訪問勉強になりました。  荒木会員 

先週大切な例会欠席になりました。  横山会員 

 

会報委員会  委員長 松坂興一  副委員長  登坂 寛   委員  石塚利明 


