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例会開始前の握手会

司会進行 石井英男 SAA 

 

国歌及びロータリーソング斉唱  

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和  

佐々木倉造 会員 

例会プログラム 

司会 石井英男 SAA 

点鐘 

国歌及びロータリーソング斉唱 

国歌 君が代 

ロータリーソング 奉仕の理想 

ロータリーの目的及び四つのテスト唱和 

 佐々木倉造 会員 

会長挨拶 寺西修身 会長 

幹事報告 成田志津子 幹事 

結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 加藤 勉 会員  山口光男 会員 

田邊 聖 会員  坂口正城 会員 

奥様誕生祝い 久保瑠奈 様 

結婚月祝い  宮城 仁 会員  加藤 勉 会員 

大澤二三夫 会員  竹内幾也 会員 

成田志津子 会員 

委員会報告 

米山記念奨学会 功労表彰 小畑正勝 会員 

会員増強・異業種交流 宮城 仁 委員長 

会員卓話 佐々木倉造 会員 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

点鐘 
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会長挨拶 寺西修身 会長 

会員の皆様こんにちは、

12 月に入り寺西年度も 6 ヶ

月目です。この間色々経験

させて頂き、大変勉強になり

ました。会員の皆様の支えと

ご協力でロータリークラブは

成り立ちます。後半年も事業が目白押しです。 

12 月 12 日は年次総会とクリスマス例会が熊

谷ガーデンパレスで実施します。来年 2 月 27

日は第 5Gの IM、3月には 4RC合同例会、4月

27 日はふれあいウォーキングが予定されていま

す。それ以外も来年度の行事が有りますので全

員参加で宜しくご協力ください。 

さて、12月 5日は国際ボランティアデイです。

1985 年に国際連合が制定しました。世界の平

和と社会開発実現のために活動するボランティ

アの意義の認識を高め、活動推進を目的として

定めています。 

日本で有名なのは青年海外協力隊です、自

分の知識や技能を広く開発途上国に役立てる

ために参加されています。累計で昨年 9/30 現

在アフリカ派遣者 33%,アジア派遣 29%中南米派

遣 22%,オセアニア派遣 9%,ヨーロッパ派遣 1%,

累計 43,116 名の方が派遣されています。派遣

期間は原則 1年～3年で、昨年度も世界 70国

に 1,920名派遣されています。職業別では日本

語教育、小学校教育、看護師、助産師、保険関

係、農林水産部門となっています。私たちのロ

ータリークラブでも国内や地域に留まらず、広く

世界の貧困、弱者救済の手を差し伸べましょう。

来年 3月上旬に国際奉仕活動としてベトナム戦

争の枯葉剤で傷つき、奇形児となっている幼児

の援助に出掛ける予定です。皆様にも是非義

援金の提供をお願いします。 

次に日本の人口減少は目に見えて地域に波

及してきました。既に昨年の死亡者は 146 万人

に対し新生児は 95万人と 1年で 50万人以上も

減少しています。 

都内のマンション販売にも多大な影響が出て

おり、かつては住宅環境の良い郊外が人気でし

たが、最近は駅近い物件しか販売は出来なくな

りつつあり、郊外の新規物件やバス便に頼る物

件は売れ残りつつあります。世田谷区や港区、

近くでは上尾市内でも同様の状況が発生して

います。マンション販売業者も規模の拡大、販

売戸数を制限して値崩れを防いでいるようです

が、ここ数年はかつての販売戸数が半分近くに

落ち込んでいます。 

そこに隣の中国の富裕層が主に湾岸の高級

マンション、高層ビルを購入していましたが投資

目的のため、維持管理費も払わず、一緒に日

本人が住んでいるのに無関心で態度が問題な

状況になっています。買いよりも最近は投げ売

りが多く、空き家が目立ち、夜も明かりが点いて

いない部屋だらけになっているようです。 

国も自治体も住人も真剣に空き部屋対策をし

ないとスラム街になってしまいます。 

 

  

 

幹事報告 成田志津子 幹事 

(1) 11/21 献血ご協力有

難うございました 

(2) 12/4  IM実行委員会

和風レストランとき

にて開催 

(3) 12/5  パスト会長会

大正家にて開催 

(4) 12/7  第 5グループ会長幹事会 

(5) 12/12 年次総会・クリスマス例会 

(6) 12/26 休会   

(7) 12/31 大晦日例会 
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結婚誕生祝い 

会員誕生祝い 

加藤 勉 会員 

 

今月 12月は誕生日のお祝いありがとうござい

ます。 

誕生日は 12月 10日で 75才、後期高齢者に

なりました。体調は腰が痛い以外は元気にゴル

フをやっています。結婚月は 12 月 23 日で 51

年になります、妻も最近は元気で遊んでおりま

す。外に出掛けられるようこれからも一緒に楽し

みたいと思います。 

山口光男 会員 

 

12 月 21 日の誕生日ということで 66 歳になり

ます。お祝い品ありがとうございます。最近は、

薬をたくさん飲んでいるのであまり飲まないよう

にしたいと思います。2 週間続けて北鴻巣駅か

ら東松山市ウオーキングセンターまでの 13ｋｍ

ほど歩きました。来週の日曜日も、志木市にウ

オーキングクラブの例会で歩きに行きます。健

康のために、歩くことを出来る限り増やしていき

たいと思います。また、年明けの２月２７日（水）

には、ＩＭがあります。皆様のご協力よろしくお

願い申し上げます。 

 田邊 聖 会員 

 

皆さまこんにちは。今日はお祝いをいただき

ありがとうございます。25日が来ると 55歳になり

ます。体力の低下を逓減させるために週 2、3回

のウォーキングをしています。 

これからの一年も健康でいられるようにしてい

きたいと思っています。 

 

坂口正城 会員 

 

12月 30日で満 60歳を迎えます。中学、高校

の仲間と祝うことを楽しみにしています。 

結婚月祝い 

宮城 仁 会員 

 

結婚月のお祝いありがとうございます。 

若い頃を思い出し仲良く共に過ごしてまいり

ます。 
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加藤 勉 会員 

 

今月 12月は結婚月のお祝いありがとうござ

います。 

結婚月は 12月 23日で 51年になります、妻

も最近は元気で遊んでおります。外に出掛

けられるようこれからも一緒に楽しみたい

と思います。 

大澤二三夫 会員 

 

12月 2日が 34回目の結婚日でした。当日は、

私が出向しているブライダル委員会主催の友愛

の広場（お見合いパーティー）が、浦和パインズ

ホテル２１階最上階で開催されました。男性 14

名、女性28名の参加で、成立カップルは3組で

した。来年１月１９日（土）個別相談会が午後 1

時～3 時まで、地区事務所で開催されます。知

り合いの方がいらっしゃれば、ロータリーの方の

紹介であれば紹介して下さい。 

成田志津子 会員 

 

本日はお祝いいただきましてありがとうござい

ます。日々健康に注意し、本日頂戴いたしまし

たフルーツをありがたく頂き元気に頑張っていき

たいと思います。 

委員会報告 

米山記念奨学会 功労表彰 

 小畑正勝 会員 

 

会員増強・異業種交流 宮城 仁 委員長 

当クラブの会員増強班長様、各自会員にて

増強アピールをお願いします。また、知り合

い、友達に声をかけ増強のお誘いをしてくだ

さい。目標は５名で、現在１名加入です。皆

さん頑張りましょう。 

異業種交流 

当クラブにおいては、小

さな交流が芽生えてきまし

た。どんな交流でも構いま

せん。クラブ全体で育てま

しょう。例会時、皆様の感

謝発表をお願いします。や

がて、クラブの団結が広がり、運営にも結果

が出ます。 

会員卓話 

佐々木倉造 会員 

健康食品の話 

本日は、健康食品(サプリ

メント )の話をさせて頂きま

す。 

病気の治療などの表現を

することが認められていない

ので、まとまりのない話にな
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るかもしれませんがよろしくお願いします。又、

今回ルテインのサンプルとパンフレットを持参し

ましたので各自お持ち帰り頂きたいと思います。

健康食品(サプリメント)と言われてもわかりにくい

と思います、ほかに栄養補助食品と言われてい

てその方が分かりやすいと思います。文字通り

足り米栄養を補給する食品という考え方です。

30 年位前は滋養強壮に、すっぽんエキス高麗

人参エキス、お酒を飲む人にシジミエキスなど

で、あまり積極生な感じではありませんでしたが、

その後マルチビタミン、鉄、亜鉛など販売され今

ではコンドロイチン、DHA、セサミン、青汁など

様々な健康食品が販売され多くの方が服用さ

れています。 

食品だからと言って安心という訳ではありませ

ん。ワルファリンを服用している人は納豆、青汁、

一部の血圧の薬とグレープフルーツは有名な

話ですが、強心剤とセイヨウオトギリソウなど飲

み合わせの悪い場合もあるので、注意してくだ

さい。 

現在は、多くの健康食品があるので、国が制

度を創設し表示を許可しているものがあります。

まず特別用途食品といい乳児、妊産婦、授乳

婦など医学、栄養学的な配慮が必要な対象者

の発育や健康の保持、回復に適する｢特別の用

途の表示が許可された食品｣で例えば、粉ミル

クがこれに当たります。次に特定保健用食品と

いいある一定の科学的根拠を有することが認め

られたもので、例えば血中コレステロールを減ら

す、脂肪の吸収を抑える、カテキン茶、黒烏龍

茶などで、それ以外のもの、機能的食品、栄養

補助食品、健康補助食品が健康食品と呼ばれ

ています。 

年齢を重ねるうちに誰もが機能が低下し、白

内障、録内障、高血圧、コレステロールが進行

します。強い紫外線を浴びると体の酸化が進む

ので、体にとって悪い影響が起こります。ですか

ら酸化防止のよって加齢の進行を遅らせる事が

出来るのではないかと言われています。目には

ルテインという成分があり加齢によりこの成分が

目から減少することが報告されているので、加

齢黄班変性の発症予防、進行抑制にルテイン、

抗酸化物、ビタミン配合のサプリメントが現在注

目されています。年に一度は検診を受けサプリ

メントを上手に健康に役立てていただきたいと

思います。 

 

 

出席報告 柿沼洋一 委員長 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 12月 5日 11月 28日 11月 21日 

 1268回 1267回 1266回 

 通常例会 移動例会 
移動例会 

（献血） 

会 員 数 35 35 36 

出 席 数 28 24 36 

欠 席 数 3 11  

例会出席率 80.00% 68.57% 100.00% 

Ｍ Ｕ 数 4 0  

合計出席数 32 24  

出 席 率 91.43% 68.57% 100.00%. 

赤文字は修正 
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スマイル報告 坂口正城 副 SAA 

 

前回までの合計 341,392 円
本 日 の 合 計 24,000 円
次回繰越金合計 365,392 円  

 

今後の活動予定 

 

 

個人スマイル 

  宮城 仁会員 本日は魚孝ご注文いただきありがとうござ

います。皆様異業種交流小さなことでも広めま

しょう。 

  加藤 勉会員 結婚と誕生月お祝いありがとうございま

す。 

  寺西修身会員 先週の移動例会ありがとういございまし

た。 

会員スマイル  

１． 佐々木会員卓話宜しくお願いします。 

２． 次週クリスマス例会楽しみましょう 

 

津田健三会員・宮城仁会員・小幡正勝会員・加藤勉会

員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会員・間室

照雄会員・松本安永会員・蓮江郁夫会員・加藤文雄会

員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・柿

沼洋一会員・坂口正城会員・田邊聖会員・寺西修身会

員・成田志津子会員・細野潤一会員・木下純一会員・宮

内たけし会員・松村豪一会員 

12月12日

（水） 

第 1269回移動例会 

年次総会・クリスマス例会 

ホテルガーデンパレス熊谷 

17:30受付 18:00点鐘 

12月19日

（水） 

第 1270回通常例会 

外来卓話：鳥羽歯科医院  院

長 鳥羽千太郎様 

12月26日

（水） 
振替休会 

12月31日

（水） 

第 12７１回移動例会 

大晦日・初詣例会 

23:45集合 

寶持寺 除夜会、本堂にて新

年来福祈願 

1月 2日

（水） 
法定休会 

1月 9日

（水） 

第 1272回通常例会 

結婚誕生祝い 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

1月 16日

（水） 

第 1273回通常例会 

会員卓話:全会員「今年の抱負」 

1月 23日

（水） 

第 1274回移動例会 

夜間例会 

第 5回 IM実行委員会 

会場：和風レストラン とき 

1月 30日

（水） 
休会 

2月 6日

（水） 

第 1275回通常例会 

結婚誕生祝い 
クラブ研修情報・広報雑誌委員会 

花チャリティー 

クラブ会報委員会 

委員長 宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 石井洙光  中島安啓  星野光生 

松本安永  井上脩士 


