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例会開始前の握手会 

 

ロータリーソング斉唱    （奉仕の理想） 

 

四つのテスト唱和     宮城 仁 会員 

 

 

 

 

例会プログラム 

司会 井田喜代志 SAA  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 宮城 仁会員 

ストレッチ体操 間室照雄会員 

会長挨拶 石井英男会長 

幹事報告 山口光男幹事 

卓話      『私の健康法』 間室照雄会員 

出席報告 仁見惠美子副委員長 

スマイル報告 加藤 勉副 SAA 

点鐘 石井英男会長 

 

わ 

 

RI第 2770地区     第 5グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

地域社会に奉仕を 

 絆を高め 

     ふるさとの心を 

 

第 1018回例会 2013年 8月 21日 

日 
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井田喜代志会員復帰 

 

 

 

 

井田喜代志会員が元気になって戻ってこられ

ました。 

ストレッチ体操 

会長挨拶           石井英男 会長 

 皆さんこんにちは、世界では

シリアの治安が不安定だが一

刻も早く平和解決して欲しいも

のです。 

日本はこの夏、猛暑続き、う

だるような暑さが続く中、株式

市場ではエアコンやアイスクリームを製造する

企業などの『猛暑関連株』が好調に推移してい

ます。又、全国高校野球大会は、最後まであき

らめない集中力が研ぎ澄まされたプレーにみ

んなが感動しました。 

ロータリーでは、部門セミナーに 6月 15日土

曜日大宮ラフォーレ清水園（会員増強部門）か

ら 8 月 31 日川口キューポラフレンディア（広報

部門）まで七回の出席です。 

 

 

幹事報告          山口光男 幹事 

1. 8月 10日(土)管理運営部

門セミナー 埼玉県民健康セ

ンター 出席者石井会長、大

澤二三夫、加藤文男、小林玲

子 

2. 8 月 11 日(日)第 26 回イ

ンターアクト年次大会 さいた

ま市立浦和中学地区からのお知らせ 井

上脩士 

3. 8 月 18 日(日)将軍鷹狩行列全体説明会 

鴻巣市市民活動センター 

出席者 山口光男 

4. 8月19日(月)奉仕プロジェクﾄ部門会議 レ

ストランとき  

出席者 石井会長、寺澤、大澤、山口、松

本、柿沼、 

5. 8 月 20 日(火)第 5 グループ会長幹事会 

東武バンケットホール 石井、山口 

 ・ロータリーリーダーシップ研究会（RLI） ・日

韓親善会議 ・地区大会ポリオ撲滅記念ゴル

フコンペ ・公式訪問（10月 23日） ・地区大

会 11月 10日イベント「祭りだ!!わっしょいロー

タリー!!」グループ対抗のアトラクション ・IM

（3月 5日）ﾎﾟﾘｵ撲滅基金 ・第 5グループ内

合同例会（9 月 11 日、2 月 26 日）講師大塚

PG、津田 PG 

6. 8 月 31 日（土）広報部門セミナー 川口キ

ュポラ・フレンデイア 

卓話 

『私の健康法』          間室照雄 会員 

1. なぜダイエットなのか 

 私の母は 62 歳の時に脳内

出血で倒れています、現在 87

歳、25 年以上経った今も半身

不随です。3 年前、私が 61 歳

の時、何とかやせないと母のよ

うになると思いました。身長

169 センチ 82ｋｇだったからです。商工会の
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検診で、高脂血症の疑いがあるので、専門

医の指導を受けなさいというコメントがそうさ

せました。 

何度か、ダイエットを試みてはみたものの、

体重の変化はほとんどありませんでした。 

2. 「長生きしたかったら朝食は食べないほうが

よい」という本との出会い 

上野駅の本屋さんの店頭で、何とも納得

できないタイトルの本に遭遇、いつものよう

にトイレで用を足し、でも気になって、立ち

読み。読んでいるうちに、買って読んでみよ

うという思いになり、帰りの電車の中で、30

ページほど読みました。結果は、全部読ん

でみようと思ったのです。1 週間ほどで全部

読み、その時は、だまされたつもりで、実践

してみようという思いになっていました。 

3. 病気は生活習慣病であることがわかる 

その頃の私は、花市場でセリで買うことが

仕事です。目的に沿った品質のものを必要

なだけ仕入れる、下見のため、朝食は食べ

ないで、市場へ行く毎日でした。だから、セ

リ中におにぎりを食べたり、コーヒーや好き

なコーラーを飲んだり、たばこは吸わない

代わり、いつも口を動かしていました。そん

な生活を止めようと決心したのです。 

4. どんなダイエットなのか 

まず、朝食は食べない。昼までは、水以

外は口にしない。間食は一切しないことを

実践しました。9時ころになると、おなかがグ

ウグウ鳴って、とても空腹になりました。その

時は水を 180ｃｃぐらい飲んでしのぎます。

昼食は普通に食べますが、できるだけ、野

菜を多く食べるようにしました。いつも 8 時

半ごろ食べていた夕食を早く摂るようにしま

した、というより、おなかがすいて我慢でき

ないくらいになるのです。だから 7 時ころに

は食べました。 

5. その他どんなことに気を付けたか 

ダイエット開始の時は82.5ｋｇでした。タニ

タの体重計を新調して、事あるごとに体重

計に乗りました。するといろいろなことに気

づきます。朝一番にトイレに行くようになりま

した。用を足す前と後でどれだけ違うとか、

午前中汗をかく仕事の時は、朝よりも 3ｋｇも

体重が落ちるとか、旅行やお祭り、行事な

どで食べ過ぎや、飲みすぎたとき、すぐに

体重が増えることもわかりました。 

また、エレベーターは使わないとか、腹

筋をするとか、できるだけ歩くようにするとか、

運動も少しはやりましたが、毎日肉体労働

があるので、順調に体重は減っていきまし

た。5ｋｇぐらいはすぐに減りますが、すぐ戻

りました。食べる量とカロリーも減らさないと

減量できませんでした。業界の懇親会やロ

ータリーの懇親会を何度か休みました。コ

ーラーを止め、コーヒーの砂糖もやめ、お

茶、ウーロン茶、水だけにし、食べる量も減

らしました。 

6. この健康法の理論 

甲田さんというお医者さんの理論は、人

間の体は午前中は排泄の時である。朝食

をいっぱい食べると、胃に血液がたくさん使

われ、解毒をする肝臓や排せつの腎臓に

十分血液が届かず、わずかながら、毒がた

まってしまう、それに対し、朝食を食べない

と、肝臓や腎臓に血液が十分供給され、解

毒と排せつが完全に行われ、病気の元を

作らないというものです。 

また、18 時間の断食は、胃や腸などから食

べたものが消化吸収され、一時的に空っぽ

の状態になり、消化器系の粘膜の更新が

順調に行われる（これが宿便）というもので、

私の場合も宿便が出て、胃腸が快調になり

ました。 

7. ストレスこそ万病の元 

私たちは毎日、何らかのストレスの中に

あるようです、ストレスをため込まないことが

いいようです。早寝早起きが健康の元、毎

日７時間以上の睡眠をとることなど、また、

甲田先生は生食を勧めています。野菜はも
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ちろんのこと、玄米食を勧めておりますが、

玄米も生で食べなさいとも、私の場合、野

菜ぐらいは生で少しは食べますが、ほかの

ことは実践しておりません。 

8. 病気の方を非難するわけではありませんが、

健康でなければ人生面白くありませんし、

夢も果たせません、いつまでも健康で、役

に立つ人生を送りたいと思っております。長

い時間ご清聴ありがとうございました。 

出席報告      仁見惠美子 副委員長 

 

スマイル報告        加藤 勉 副 SAA 

 

 

 

 

 

 

前回までの合計 126,000 円

本 日 の 合 計 13,000 円

次回繰越金合計 139,000 円  

 

ふるさとの杜 

 ジューンベリー         宮城 仁 会員 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バラ科ザイフリボク属に属する小木。落葉で

樹高は 0.5～8ｍほど。早春に 5 弁の白い花を

咲かせ、果実は直径 7-10ｍｍ、6 月頃に黒紫

に熟し、細かい種子を含む。果実が 6月（Jｕｎｅ）

に収穫できるところから、ジューンベリーという

名称がついた。 

 本日 修正 

 8月 21日 8月 7日 7月 31日 

 1018回 1017回 1016回 

 通常例会 通常例会 移動例会 

会 員 数 30 29 29 

出 席 数 14 23 29 

欠 席 数 16 6 0 

例会出席率 46.67% 79.3% 100% 

Ｍ Ｕ 数 6 1 0 

合計出席数 20 24 29 

出 席 率 66.67% 82.7% 100% 

個人スマイル  

井田喜代志会員…約 3カ月のごぶさたでした。7月 13

日に元気に退院する事ができました。これからも頑

張ります。今後ともよろしくお願いいたします。 

スマイル 1  井田会員おかえりなさい。現場復帰おめで

とうございます。 

宮城 仁会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・山口光男

会員・間室照雄会員・大澤二三夫会員・石井英男会

員・仁見惠美子会員・宮坂良介会員・田邊 聖会員 

スマイル 2  間室会員本日の卓話ありがとうございます。 

山口光男会員・仁見惠美子会員 
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30名の参加で大変盛り上がりました。 

焼き肉、沖縄料理、サラダ、ワイン、焼酎、他 

美味しく頂き、楽しい暑気払いでした。 

 

 

 

編集後記 

井田喜代志会員が元気になって戻ってこ

られました。お帰りなさい。大病を患った

とは思えないほど元気で驚きました。井田

さんの出席された例会はいつも以上に明る

い雰囲気に包まれたような気がします。い

つもでも元気でご指導ください。 （K.T） 

 

 

第 1019回移動例会 納涼バーべキュー 

8月 28日 PM 5：30開会 

井上脩士会員宅 
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今後の活動予定 

 

 

 

 

 

9月 4日 

（水） 

第 1020回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 

卓話 

9月 11日 

（水） 

第 1021回 移動例会 

桶川クラブ主幹による合同例会 

9月 18日 

（水） 

第 1022回 通常例会 

外来卓話 

9月 25日 

（水） 

第 1023回 移動例会 

職場訪問 

10月 2日 

（水） 

第 1024回 通常例会 

会員誕生月祝い 

令夫人誕生月祝い 結婚月祝い 

ロータリーの友 

10月 9日 

（水） 

第 102５回 通常例会 

ガバナー公式訪問準備会 

10月 12日 

（土） 

第 1026回 移動例会 

鴻巣花火大会鑑賞 

10月 16日 

（水） 
振替休会 

10月 22日 

（火） 

第 1027回 移動例会 

4RC合同例会  

鴻巣フラワーセンター 

10月 23日 

（水） 

第 1028回 通常例会 

ガバナー公式訪問 

10月 30日 

（水） 

第 102９回 移動例会 

職場訪問 

東京湾視察船『新東京丸』 

クラブ会報委員会 

委員長  田邊 聖     副委員長  小林 功 

委  員  長谷川信子 柿沼洋一 小林玲子 寺西修身 


