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例 会 日 毎週火曜日 １２：３０～１：３０           会   長 佐 々 岡  修 

例 会 場 山下工務店 大袋 GL2階 

事 務 局 〒３４３-００３４ 越谷市大竹６８６－３   幹   事 中 村 隆 雄 

Ｔ Ｅ Ｌ ０４８－９７１－５３２０ 

Ｆ Ａ Ｘ ０４８－９７１－５３７０         会報委員長  田 中 のり子  

創   立 平成２年５月２２日  

                                     

第 １２７７・１２７８ 回 例 会 会 報 

 

・例会月日 平成 29 年 3月 21 日（火）  ・点鐘時間  12 時 30分 

・例会場名 山下工務店 大袋 GL2階  ・斉唱ＲＣソング  「奉仕の理想」 

・司会者名 小池和義クラブ奉仕・出席・会場委員長 

・来訪者名 豊田高行様（越谷 RC）    ・発行月日 平成 29 年 4月 11日（火） 

      瀧田貴夫様（越谷 RC） 

 

佐々岡 修会長 

   東日本大震災から 6 年、 

 原発事故では大勢の人が 

 放射能の危険にさらされ 

  ました。本日は放射能と人 

間の体の話です。 

  放射能に対処する食事 

 というのはないと考えら 

れ、食事と生活によって自 

然治癒力や免疫力を高め

ることが放射線による遺伝子破壊を防ぐいちばん大事な

ことだと思います。福島原発事故の直後に、「長崎原爆投

下の際に爆心地から 1.4 ㎞の聖フランシスコ病院では、塩

気の強い玄米むすびとみそ汁の食事で 70 名に原爆症を出

さなかった」という秋月辰一郎医師の情報をネットなどで

得た人は、必要以上に塩分の強いものを多く取ったようで

す。確かに一時はそれも有効に働いた人が多かったかもし

れません。けれどもその後もずっと濃いみそ汁や圧力鍋で

炊いた玄米ごはんなど陽性よりの食事を心がけていたた

め、かえって調子を悪くした人もいたようです。陽性な食

事とは、塩分の多い煮物やつくだ煮、漬物、加熱をしっか

りしたもの、圧力をかけたもの、乾燥させたものや炭化し

たものです。 

 放射能の影響下でがんや白血病をはじめとした様々な

病気を防ぐには、血液を良い状態にすることが最も重要な

テーマになります。医学的には血液は骨髄で作られるとさ

れていますが、腸で作られるという説（腸造血説）もあり

ます。腸の中には善玉菌と悪玉菌、そして日和見菌という

3 種類の菌が存在し、腸内が酸化していると悪玉菌優勢に､

アルカリになると善玉菌優勢になりますが、放射線は体内

活性酸素を増やして体を強烈に酸化させていくため簡単

に悪玉菌優勢の状態を作ってしまいます。悪玉菌優勢にな

らないようアルカリ食品を取るよう心掛けたいところで

すが、現在食は酸化食品が多く、特に揚げ物やスナック菓

子は要注意です。野菜や海藻はアルカリ食品ですので、そ

ういったおかずを主体とするマイクロビオティックの食

事は、動物性食品を多食する普通の食事に比べ、絶対的に

酸化を防げるということになります。食生活を見直すきっ

かけになれば幸いです。 

 

中村隆雄幹事 

１．地区より「地区補助金申請書類」がきています。 

  申請受付期間：4 月 1 日～30 日 

２．地区より 2019‐20 年度ガバナーに小林操様（越谷北

RC）が選出された旨の報告が寄せられています。 

３．地区より「ペットボトルキャップ回収についてお願 

  い」がきています。（混入物がないようにとのこと） 

４．地区より「決議審議会クラブ提案のお願い」がきています。 

５．地区より「インターアクト・ローターアクト合同奉仕 

活動・親睦会の案内」がきています。 

日  時：4 月 23 日（日）pm12：00～3：00 

場  所：キャンベルホーム 

６．国際ロータリーより「信任状提出のお願い」がきています。 

７．第 8G より「会長・幹事会の案内」がきています。 

  日時・場所：4 月 10 日（月）pm6：00 はかた 

８．公益社団法人埼玉県緑化推進委員会より「緑の募金 

  運動実施についてのお願い」がきています。 

９．例会場傍の道路開通（3／20）について東武よみうり 

  新聞に掲載されています。 

 

 

■IM 実行委員会            高橋 護委員 

今週金曜日の IM ハイク実行委員会で役割分担が決まり

ます。当日参加いただく皆様に役割をお願いするかもしれ

ませんが、その際はどうぞよろしくお願い致します。 

■親睦委員会            坪井 明委員長 

観劇会（家族親睦例会）の参加者は 20 名、懇親会のみ参

加者 4 名となりました。チケット代は本日納めていただき

ますようお願い致します。 

 

 豊田高行様（越谷 RC） 

皆さん、こんにちは。本日は会

長がキャンベルタウン RC との姉

妹提携で不在のため、代わって

プログラム副委員長の瀧田会員

とお邪魔致しました。日頃より私

どもクラブに一方ならぬご理解、

ご協力を賜り誠にありがとうござ

います。また、座席にうちのクラブバナーを置いていただき嬉し 

次月・次週インフォメーション 

4／ 1(土) ＩＭハイク 

  ／11 通常例会 

    ／18 越谷ＲＣ公開例会 

 



く思います。今日は公開例会のご案内で伺いましたが、中クラ

ブさんでは振替例会として組み入れていただいているとのこ 

と、感謝申し上げます。 

来る 4／18 の公開例会は、フジテレビアナウンサーの笠井 

信輔氏による講演を予定しております。楽しい話をしていただ

けるのではないかと思いますので、是非とも皆様方にご参会を

いただきますようよろしくお願い致します。詳細につきましては

瀧田副委員長からお伝え致しますが、講演当日に笠井氏が自

分の目で見た被災地について書いた本を販売する予定です。

印税はすべて被災地に寄付されますので、もし購入していた

だけるようであれば事前にご連絡をお願い致します。本日は貴

重な時間をいただきましてありがとうございました。 

  

瀧田貴夫様（越谷 RC） 

 皆様、こんにちは。越谷クラブ 

のプログラム副委員長を務めてお 

ります瀧田です。本日は貴重な時 

間をいただきましてありがとうござ 

います。ただ今、委員長から話が 

ありましたように、4／18（午後 6時 

点鐘）に笠井信輔氏の講演会を 

開催致します。私は以前、笠井氏による報道現場の表と裏に 

ついての講演を聞いたことがありますが、今回はテレビ局の内 

緒話ということでお話をしていただきます。我々が見えない部 

分で報道現場がどうなっているのか、といったような楽しい話に 

なると思います。被災地に自ら足を運んで取材をされています 

ので、地に足のついた笠井さんだからこそできる話がたくさんあ 

ると思っております。是非、奥様やご友人をお誘い合わせのう 

えご参加いただきますようお願い致します。事前に参加人数の 

把握をさせていただきたいと思いますので、取りまとめてご報告 

いただければ幸いです。 

 

クラブフォーラム 

・次年度地区補助金事業(中村隆雄会長エレクトから説明) 

次年度 RI テーマは「変化をもたらす」、会員一人 1 本の 

植樹をしましょうと呼びかけられているため、地区補助金 

事業としてわがクラブの地元に植樹をしてはどうか、提案 

したいと思います。（賛同を得て進めることになった） 

・3 クラブ合同例会（新越谷駅 pm4：30 集合 上りホーム 

エレベーター付近） 

・IM ハイク（南越谷駅 東京海上日動前 am8：00 集合） 

・越谷 RC 公開例会（中村幹事による取りまとめ） 

・地区研修・協議会 

・天草会員受章祝賀会出席者の確認 お花を贈る 

（大野会員、佐々岡会員、中村会員、武藤会員、山﨑会員） 

・越谷東 RC30 周年記念式典 

・台北百城扶輪社 12 周年記念開会 

・観劇会参加者は参加費納入をお願いします。 

■スマイル報告          坪井 明親睦委員長 

・本日はクラブフォーラムのお忙しい中、お邪魔をさせ 

 ていただきましてありがとうございます。4／18(火）の 

 当クラブの公開例会に多くの方々のご参加をお待ちし 

 ております。             豊田高行様 

・笠井信輔さんの講演会をよろしくお願い致します。本 

 日はありがとうございます。       瀧田貴夫様 

・こんにちは。豊田様、瀧田様、ようこそいらっしゃいま  

 した。公開例会のキャラバンということですので、大成  

 功するよう思う存分アピールお願い致します。本日もよ 

 ろしくお願い致します。         佐々岡 修 

・お客さま、ようこそ。三寒四温ですが皆様ご自愛くだ 

さい。                  中村隆雄 

・遅くなりました。             武藤正雄 

・お客様、ようこそ。本日もよろしくお願い致します。高橋 護 

山下良雄、小池和義、浅田修司、坪井 明 小計 11,000 円 

■出席報告           坪井 明親睦委員長 

会員数 出免除 出席数 欠席数 ＭＵ 出席率 

19 名 2 名 8 名  5 名 4 名 70.5% 

 

第 １２７８ 回 例会 越谷北 RC・浪江 RC・越谷中 RC合同例会 

平成 29 年 3 月 29 日（水）pm6：00 点鐘 上野精養軒 

松井昭夫越谷北 RC 会長 

本日は多くの皆様にご出席いただきたいへん嬉しく思

います。浪江 RC の皆様には、遠いところお越しいただき

ありがとうございます。震災から早 6 年、避難解除が出て

もまだまだご苦労があろうかと思いますので、微力ではあ

りますが我々も何らかのかたちでご支援をしていきたい

と考えております。今日はお酒を酌み交わしながら春の訪

れを楽しむイベントになれば良いと思います。 

佐々岡 修越谷中 RC 会長 

皆様、こんばんは。合同例会に出席させていただき感謝

致します。本日は 3 クラブが集う例会ですので、大いに友

好を深めたいと思います。これからも互いに切磋琢磨しな

がらクラブがさらに発展するよう願っております。 

吉田俊哉浪江 RC 会長 

皆さん、こんばんは。浪江 RC の吉田でございます。被

災して 6 年が過ぎました。震災前は比較的大きめのクラブ

でしたが今は 30 名ほどになり、皆様の温かい友情に支え

られてここまでやってまいりました。改めて深く御礼申し

上げます。今日はロータリー活動を通して親しくなった皆

様と一夜の宴を設けていただきましたので、美味しいお酒

をいただきたいと思います。 


