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会長  李 一孝 
 

本日は諸貫ガバナー補佐、ようこそおいで頂きま

した。本日は IMについてのお話があると伺ってお
ります。よろしくお願い申し上げます。 
インターネットを有効に活用できるロータリアン

になろうと言うのが今日の話の主題です。はじめに

インターネットと歯科医院経営とについて少し触れ

たいと思います。 
多くの歯科医院を顧客に持つ会計士に歯科医師と

しての成功に一番重要なことって何ですか？と聞い

たことがあります。その人は、はやっている歯医者

とはやってない歯医者といろいろ見ているのだから

何か良い参考になるかなと思っていました。「やっぱ

り目の前の患者様一人一人を満足させることでしょ

う」と実に平凡な答えがかえってきました。 
歯医者の生きがいは患者様の感謝と信頼にある。
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム  ２月 ９日（水） 
卓話 本庄南ロータリークラブ・阿奈靖雄先生 

「プラス思考の習慣で道は開ける」 

諸貫 健一 ガバナー補佐 ご来訪 
誕生祝いケーキ 

1 月会員誕生祝い 

島崎 次弘 会員 

加藤 公一 会員 交換留学生 サンティロ・ローズさん 



これは私の尊敬する片山恒夫と言う先生の言葉です。

患者様に感謝され、信頼される知識、技術を身につ

けて、それを一人一人の患者様に実行していけば、

口コミで患者様が増えていくのは当然のことです。

要するに歯医者の成功に王道はない、一生懸命まじ

めにやるんだと言うことにつきると思います。 
さてこの口コミですが、基本的に口コミというの

はいわゆるご近所さん同士あるいは友人関係の井戸

端会議で広がっていきます。 
いくら良い技術を持っていても患者様が来てくれ

なければ話は始まりません。とにかく良い評判が立

たないとだめなのですが、簡単に良い評判なんてた

ちません。口コミで評判を作るには長い時間がかか

るんだと、自分に言い聞かせて多少の努力をしてき

ました。 
ところがインターネット上で井戸端会議が行われ

るとどうなるのでしょうか？口コミもインターネッ

ト上なのです。悪い評判もいい評判も、ものすごい

スピードで多くの人間に広まってしまうのです。 
このインターネットを歯科医院経営に戦略として

利用するのはいつごろがいいタイミングかなと、じ

つはここ7,8年考えていました。 
私は実はインターネットのことは相当気にしては

いたのですが、心の中では馬鹿にしていました。だ

からホームページも作らなきゃいけないと思いなが

ら「患者様は今はたくさん来て頂いているので良い

かな」と 5,6年ずるずるしているのです。とりあえ
ず時代に乗り遅れてはまずいので、孫正義さんの本

などインターネット関連の本はよく読みました。彼

は口癖のように「諸君これからはとにかくインター

ネットですぞ」といわれていました。バブル崩壊後、

ネット関連の株が高騰したり、学生のベンチャー起

業家が話題になり、乗り遅れているかなとちょっと

不安になったこともありますが結局ネットバブルな

どと言われ、やっぱりと思っていました。広告でも

ホームページにお金をかけるならタウンページのほ

うにまわしたほうが良いなと思っていました。 
ところが最近歯科のホームページの状況はどうな

っているかなとしばらくぶりに見てみました。本当

に驚きました。患者様が行きたくなるような、実に

センス良くできてるホームページがあるのです。5，
6 年前に割りと進歩的な歯科医の友人たちがこぞっ
て作ったページはどうかとこれも久しぶりに見まし

たが、できた当時はかっこよかったのですが、その

後手直ししてないので、魅力あるページとはいえま

せんでした。インターネットは常に見ていないとだ

めなのです。以前にいい物を作ったと安心している

人はそこで遅れていくんです。パソコンの進歩、通

信の進歩がホームページのあり方を変えてしまうの

です。昔はホームページ上で図や絵をちょっと動か

すのも大変でしたが、今は動画をホームページに載

せることができるのです。 

なおかつ驚いたことにはインターネットランキン

グと言うのがあるのです。これはたとえば全国の温

泉。いろいろな名湯、秘湯があります。露天風呂の

こと、料理のこと、値段のことインターネット上で

投票されるのです。当旅館は何年何月全国優良温泉

インターネットランキング一位になりました。是非

お越しくださいなどと書かれていると、いきたくな

っちゃうのです。これと同じことが歯医者の評価と

して行われているのです。当歯科医院は何年何月全

国優良歯科医院インターネットランキング第一位に

選ばれました、などと出てるのです。温泉と歯科医

院を同じように評価するのはどうかと思いますが、

とにかくそういう状況なのです。 
都心で評判のビルにテナントとして歯科医院を開

業する。かっこいいです。私も昔は銀座で開業する

んだと騒いだこともありました。都心の有名な優良

ビルに入れば多くの投資が必要です。口コミで患者

様が増えるまで待っていたら、潰れるでしょう。優

良ビルでなくても、オープンして何ヶ月目にやって

いけなくなるところもあるんです。歯科医院経営は

実はかなり厳しい状況にきているのです。ですから

最近の若い開業したての歯科医はインターネットに

力を入れているんです。 
インターネットの広告効果は都内全域ばかりでな

く関東全域に及びます。最近のホームページを見て

ちょっと出遅れたかなと思いました。もうインター

ネットを軽視できない状態です。私は今年はインタ

ーネットに力を入れることに決めました。歯科医学

を常に学び、本質を見失わないようにしながら、時

流に乗り遅れず、じっくり戦略を考えて行きたいと

思っています。 
それからロータリーの会員は比較的年齢の高い方

が多いのでどうしてもパソコン、インターネットに

は敷居が高い方が多いです。 
でもこれではロータリー自体が社会についていけ

なくなってしまします。ロータリーの奉仕の理念を

社会に浸透させていく為にも会員の皆様にはインタ

ーネット通になって頂きたいと思います。ちょっと

やってると言うのではだめです。一日一度は必ずパ

ソコンをいじって、メールをチェックして、興味あ

るホームページを覗いてみる。そういったことが、

あたかもテレビを見るような日常的な行為になるよ

うになって頂きたいと思います。 
今年度の橋田ガバナーはそんな風にお考えになっ

ていると思います。 
幸いにも当クラブには加藤博さん、山口茂さんの

ようにお仕事でインターネットに関連する方がいら

っしゃいます。 
これから当クラブの会員全員がインターネット通

になるよう会員同士で学んで行こうではありません

か。 
 



 
 
国際ロータリー第2570地区 第5 グループ 

ガバナー補佐 諸貫 健一 様 

 
テーマ：「水、まちつくり」 
年月日：平成17年2月24日(木) 
会 場：行田アイトピア 
ﾎｽﾄｸﾗﾌ ：゙行田ロータリークラブ 
登録・受付開始：13時30分 
 
 
第5グループ・11クラブ全てが利根川、荒川流域
の中にあり、そこで目をつけたのが「水、まちつく

り」であります。当日は、ものつくり大学教授・増

渕文男先生の「水 まち作り（武蔵水路）」の記念講

演がございます。また、行田市立中央小学校生徒に

よる合唱（諏訪大明神）、吹奏楽の演奏もお届けいた

します。 
 
 
 
 
2月3日(木)に行われました高城神社の節分祭に当
クラブからも3名の会員が参加しました。（写真下） 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           

 
 

幹事 棚澤 正行 
1. RIより 
＊ロータリーワールド 

2. 地区より 
＊スマトラ沖地震津波に対する被災地復興義援

金についてのお知らせ 
＊ガバナーノミニーについて 

3. 熊谷RCより 
＊例会時間臨時変更のお知らせ 
＊会報 

4. 熊谷西RCより 
＊会報 

5. 熊谷中央ライオンズクラブより 
＊THE Lion誌 

6. 青少年交換委員会より 
＊並木香理さんの12月次報告書 
＊第8回オリエンテーション冬季研修について
の案内 

 
 
 
 
国際奉仕委員会   委員長 佐川 順一 

去る1月28日（金）6：00ｐｍより深谷グランド
ホテルに於て、「2570地区第 29回日豪青少年相互
訪問オーストラリアチーム歓送会」が行なわれまし

た。 
1月15日にオーストラリアより計12名の学生が

2 週間それぞれのホストファミリー宅で日本の冬を
過ごしました。当日は帰国する学生が1人づつ自分
の言葉で謝辞を述べて別れを告げました。 

3月には日本から12名、オーストラリアに出発、
約2週間の訪問の予定だそうです。 
 
100 周年記念碑除幕式 

社会奉仕委員会  副委員長 渡邊 藤男 

本日(2月 2日)ＡＭ11：00より川越市民会館にて
100周年記念碑除幕式に参加して来ました。 

100周年記念委員長大舘委員長の開会のことばか
ら式が始まり、除幕へと移り、ガバナー挨拶へとな

りまして、川越市長の祝辞などで式の方は終了しま

したが、川越市民会館の入り口に記念碑が立ってお

りますのでみな様も一度見に行かれたらと思います。 
 
出席委員会   委員長 島崎 次弘 

 今年度の活動計画書で目標のひとつに上げました

有力な他クラブへのメーキャップを計画致しました。

どこがいいかと考えましたが、日本で一番最初のロ

ータリークラブであり、最も歴史と伝統のある「東

京ロータリークラブ」を選びました。資料を揃えて

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 
高城神社・節分祭  

田島会員、吉田会員、棚澤幹事（写真左から） 

IM（Intercity Meeting）のご案内 



先月と今月の理事会に諮りましたところ有志を募っ

てぜひ実行しようと賛同を頂きましたので、ここで

皆様にお知らせ致します。 
 まだ訪問日など具体的な内容は検討中ですが、早

急に決まりしだい改めて皆様にご連絡致します。な

るべくたくさんの会員の皆様とにぎやかにメーキャ

ップに行きたいと思いますので、その節にはぜひご

参加をお願い致します。 
 
親睦委員会・1 月誕生祝い 

会員誕生スピーチ   島崎 次弘 

私もとうとう明日で50才の大台になります。昨
日富山親睦委員長から、明日の例会にはハッピーバ

ースデイをするから出て下さいと電話を頂きました。

私は嫌です、結構です、辞退しますと話しまして、

もう一年40代でいたいので来年して頂きますと申
しました。富山さんがそれでは親睦委員長の立場が

ないし、明日は特別おいしいケーキを出すから出て

おいでというので、ケーキにつられてノコノコ出て

参りました。 
 年を取るのをあまり悲観的に考えてもしょうがな

いし、我がクラブにも、加藤先輩、吉田先輩、岡部

先輩、清水先輩を始め、ますます元気になっていく

田島先輩など、元気ハツラツで活躍している方々が

たくさんいらっしゃいますので、私もいいお手本に

していきたいと思います。 
 個人的にはこれから5年間、2010年までをひと
つの区切りにしていくつか目標を立て、それに向か

って頑張っていきたいと思います。それと次年度は

幹事という大役を仰せつかっておりますので、まず

さいしょに飯塚エレクトの足を引っ張らないように

一生懸命やりたいと思います。皆様にも色々とご協

力をお願いすると思いますが、どうぞ宜しくお願い

します。 
 
 出 席 報 告 
例会日  ２月 ２日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
３９ ２２ １７ ０ ５６％ 
お客様：ガバナー補佐・諸貫健一 様、 

サンティロ・ローズさん、埼玉会員令夫人 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

 

諸貫健一ガバナー補佐 
今夜は、お世話になります。IM の事をお話しに

まいりました。 
李一孝会長 
諸貫ガバナー補佐、ようこそおいでいただきまし

た。ごゆっくり、おくつろぎ下さい。 

棚澤正行幹事 
本日は諸貫ガバナー補佐、南クラブへようこそお

越し下さいました。また留学生のローズさん、埼

玉会員のお宅の住みごこちはいかがですか？ 
清水武会員 
これから確定申告の時期となりますので、休みがち

になると思いますがよろしくお願い致します。 
【会員誕生】 
加藤公一会員 
誕生日を祝っていただき有り難うございます。 

島崎次弘会員 
明日でとうとう私も50才の大台になります。まさ
に光陰矢の如しです。遠藤先輩、横堀先輩、もうす

ぐ追いつきますので待っていて下さい。 
【奥様誕生】 
棚澤正行幹事 
妻に美しい花を有り難うございます。 

吉田博三会員 
南クラブからの誕生祝い妻も感謝いたしておりま

す。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


