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・1 月 13 日(土)2780 地区内 4 グループ合同の「新

ロータリーソング「我等の生業 」

会員の集い」がミナパークで開催されます。参加

四つのテスト

対象は、入会 3 年未満の 22 名です。ご案内をお
出しいたしますので、ぜひご出席ください。

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲスト・ビジターの紹介≫
ゲストスピーカー：大沢 剛 様

≪幹事報告≫

（紹介者 小澤 会員）
ビジター：服部 全弘

様

（鎌倉 RC）

・例会後、理事役員会を開催いたしますので、理事
役員の方は、ご出席ください。
・次週 12 月 13 日(水)例会時に年次総会を開催しま

≪会長報告≫

す。欠席なさる場合は、委任状の提出をお願い

・椋梨会員、カンボジアへの職業奉仕、お疲れ様で
した。現地の子供たちの歯磨き習慣が着いてきた
そうです。

いたします。
≪委員会報告≫
・椋梨 国際奉仕委員長

・大谷にガバナーより、2020-21 年度地区ガバナー・

青少年交換委員長

カンボジアより昨日の夕方帰国いたしました。

ノミニー候補者告知のお知らせが参りました。

皆様の支援、ありがとうございました。小学校で

久保田英男（鎌倉 RC）会員です。

の歯磨き指導は千人弱、有森裕子さんの孤児院で

・藤沢商工会議所会頭、珠算教育振興会よりお便り

25 人の治療をしてきました。黒胡椒、カンボジア

が参りました。11 月 19 日に行われました第 60 回

のお土産です。世界的に品質がよく、購入するこ

全藤沢珠算競技大会兼そろばんコンクールに対

でチャリティーとさせていただきます。

しての、クラブ協賛のお礼と報告書です。

青少年交換の件ですが、アメリカのオレゴン州に
派遣されています沼彩加より、報告が参りました。

出席報告

（

）内は計算に用いた会員数
メークアップ

例会月日

会員数

出席会員数

欠席会員数

出席率

修正出席者数

修正出席率

会員数
１１月１５日

４６（４６）名

３３名

１３名

７１．７４％

１１月１５日

４６（４６）名

３４名

１２名

７３．９１％

１名

３４名

７３．９１ ％

健康状態、良好で抱えている問題はないそうです。
スクールバスでの通学に慣れてきて、ロータリー
の行事に参加したり、ホストファミリーや友達と
楽しく過ごしているようです。

≪スマイル報告≫
鎌倉 RC 服部全弘 様
今日もお邪魔いたしました。宜しく。
川上 彰久 会長

イタリアに派遣された学生が、問題を抱えてしま

大沢社長様

い、帰国する結果になってしまいました。誰にも

本日の卓話よろしくお願いいたします。

相談できず、こうなってしまったのが残念です。

服部様ようこそ！

沼さんには、より綿密に連絡を取りあい、相談に
のり、がんばっていってもらいたいと思います

遠方からありがとうございます。

小島 正幹 会員
結婚祝いありがとうございます。
お互いに文句いいいい 57 年になりました。

・小澤 プログラム委員長

今井 重信 会員

次週の卓話は、星谷会員のイニシエーションスピ
ーチです。年内クリスマス家族会、年始クラブ協

本日 早退させて頂きます。
泉 信子 会員

議会まで、卓話はございません。1 月 24 日。廣島

大沢様ようこそ

会員にイニシエーションスピーチをお願いした

卓話たのしみにいたして居ります。

いので、ご都合をお知らせください。31 日は、瀧
澤地区職業奉仕委員長の職業奉仕月間をテーマ
とした卓話を予定しています。

田中 正明 会員
結婚記念祝 有り難うございました。
岩田 和 会員
休みが多くてすみません。やっともとの体に

・泉 会員より

もどりました。

11 月 29 日「藤沢ロータリークラブ女性の会」が
開催されました。ご出席の会員奥様方、女性会員
の皆様、ありがとうございました。大変楽しく、
和やかに過ごさせていただきましたと、幹事の山
川会員、田中会員夫人よりのお礼のご挨拶をお預
かりいたしました。

今日は結婚記念のお祝いをありがとうござい
ます。今年で 60 年目になります。
藤田 浩二 会員
結婚祝い ありがとうございます。
野口 捷代 会員
大野木加代子様数あるふりーぺーぱーの中で
日本一の読者読者投票 おめでとうございま

≪お祝い≫

す。さすがの快挙ですね。

結婚記念日 10 月 16 日

岩田 和 会員

小澤 幸喜 会員

11 月 22 日

藤田 浩二 会員

やすらぎの里代表 大沢剛様、ご多忙の中、藤

12 月 8 日

田中 正明 会員

沢へようこそお越し下さいました。誠にありが

12 月 8 日

小河 静雄 会員

とうございます。

12 月 11 日

小島 正幹 会員

大野木さん フリーペーパー大賞Ｗ受賞おめ
でとうございます。朝日新聞に大きく出てまし
た。
吉野 貴美 会員
“ふじさわびと”表彰式に行くって聞きました。
“1 位”になって嬉しかったです。
大沢様 本日は楽しみです。
小河 静雄 会員
まだ 大丈夫です！！
結婚のお祝いありがとうございます！！

≪卓話≫

『断食先生の体質改善・ダイエット』
やすらぎの里
代表取締役社長 大沢 剛 様
（紹介者

小澤

会員）

伊豆高原で 3 店舗の施設を運営
体の治療だけではなく、食生活、運動、心身のリラッ
クスできる場所と施設

体質によって合う方法が違うので、自分の体質を知る
ことが必要。

人間にとって大切なのは、太ももの筋肉
太ももの筋肉があるか知るテスト
椅子に腰かけ、両腕を胸で組み、片足を上げた状態で、
断食とは、心と体の大掃除

ファスティング

立ち上がることができるか？

皆様、真剣です！！

運動を生活の中に習慣的に組み込むと続けやすい。
夕食前の、空腹時が死亡が燃焼しやすく、効果的。
ダイエットとは痩せることではなく、健康になるため
の食事療法。体調がよくなると気持ちも前向きになり
意欲的になる。

小河会員の一言メッセージ

施設のご案内パンフレットをいただきました。

田中会員の一言メッセージ

岩田会員 10 月 16 日が結婚 60 周年記念日でした。

小島会員の一言メッセージ

藤田会員の一言メッセージ
本日のお料理

