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ロータリーソング「それでこそロータリー」

会員の皆様に配布させていただきます。お持ちく

「四つのテスト」 新堀 きよみ 会員

ださい。
・会長幹事会の報告です。
本年度の地区大会は 10 月 18 日の 1 日だけの開催

≪ゲスト・ビジターの紹介≫
大久保 邦彦 様

となります。

（WEB 企画湘南/藤沢 RC

IT 管理担当）

（紹介者：小河 幹事）

今年度のロータリーウォークの開催について検
討中です。
2 月 13 日は、藤沢 RC が幹事となる IM です。

≪会長報告≫

近々に実行委員会を立ち上げさせていただける

・降ったりやんだり変なお天気の中、ご参加ありがと

洋、理事会で諮ります。

うございます。本日より本格的に Zoom 出席が始ま
りました。出席率が上がるとよいと思います。

・7 月 29 日は、第 5 周面という事で、休会とさせ
ていただきます。

・7 月 21 日 3 回目の会長幹事会がありました。今年
度は女性の会長幹事が少なく、寂しいかんじですが、
頑張ってまいります。

≪幹事報告≫
・テーブルにガバナー月信 7 月号と米山月間ニュー
スのハイライトよねやまを配布させていただき
ました。メールでご連絡の方には先に送信させて
いただいております。今年度 2780 地区は、ペー
パーレス化を促進とのことで、FAX でのご連絡の

出席報告

大西会員 瀧澤会員 三村会員 深谷会員が Zoom 出席

（ ）内は計算に用いた会員数 ＋〔〕は Zoom 出席者
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

２９名

６７．４４％

会員数
７月８日

４４（４３）名

２９名

１４名

６７．４４％

７月２２日

４４(４３)名

３１名２７＋〔４〕

１２名

７２．１０％

０名

≪お祝い≫
会員誕生日 8 月 2 日

≪小話 3 分間スピーチ≫
反田 純正 会員

岩田 和 会員

反田会員 本日司会もご担当

3 分でコロナウィルスについて話すことはできません

「いつもニコニコ微笑み返し！」

が、先週の今井先生に続き、お話します。
大変な時代になってしまい、手遅れとなっていること
が沢山あります。きちんと免疫力を付けることが大切

≪スマイル報告≫
野口 捷代 会長

です。中国では 3 千年の昔からウィルスと戦っていま
す。素晴らしい漢方薬がありますが、日本には入れて

本日 Zoom の参加 4 名となりました。

もらえないものが数多くあります。また、武漢でいか

大久保さん今日もよろしくお願いします。

に治したかを経験している中医師もおります。その方

椋梨先生、楽しい卓話期待しております。

から教わった薬もあります。お困りの方がいらっしゃ

川上 彰久 会員

いましたら、お声がけください。

椋梨先生、卓話ありがとうございます。

ウィルス性の病気にかかると発熱します。発熱して戦

困ったときには、これからもよろしくお願い

うのです。38.5 度以上出さないと繁殖を防げません。

いたします。

解熱剤を使って熱を下げてしまうとウィルスが大繁

吉野 貴美 会員
ムクナシ先生！楽しみにしています。
星谷 けい子 会員
椋梨先生、カンボジアの話を楽しみにしています。
反田 純正 会員

殖して、急変してしまいます。使ってよい解熱剤もあ
りますが、38.5 度以下にしてはいけません。
免疫を付けるためにいろいろな物がありますが、市販
のものや広告やテレビコマーシャルに惑わされない
で、薬局でよく相談して選んでいただきたいです。

誕生日のお祝い有難うございます。
健康に留意してまた 1 年頑張ります。
茂谷 浩子 会員
お誕生日祝い、ありがとうございます。
藤沢ロータリーの一員として、日々精進してまい

≪卓話≫

藤沢ロータリークラブ
職業奉仕・国際奉仕事業

ります。

『カンボジア歯科検診と口腔衛生指導』
（浄水器設置事業・歯科検診・口腔衛生指導・
雨天体育施設設置事業）
医院長
むくなし歯科医院 医院
長
椋梨 兼彰 会員

まずは、自己紹介から始めていただきました。
むくなし歯科医院近辺で、少し前にドラマの撮影があ
りました。

椋梨先生といえば・・・。
ロータリークラブ内外で、超多忙にもかかわらず、多
趣味で有名です。
その一部をご紹介くださいました。
楽器演奏、武道、ランニング、阪神タイガース、
不思議なグッズにガチャガチャ、今年のはまり物は、
缶詰型のリング（指輪）だそうです。

そして椋梨先生といえば、動物占い！
野口会長は、気取らないヒョウ
小河幹事は、落ち着きのない猿

カンボジアの奉仕活動
において構想から約 2 年
半、私が会長の時に認定
特非営利活動法人ハート
オブゴールド（以下 HG、
代表：有森裕子）のスタ
ディーツアーに参加した
事がきっかけでカンボジ
アの現状を知り、何かク
ラブとしてできることは
無いかと考え浄水器設置支援を行う事になりました。
申請してから現地調査など 1 年以上時間がかかりまし
たが設置先がクラチエ州クラコー小学校に決まり贈
呈式に小島会員と行って参りました。プノンペンから
クラチエまでの悪路を 6 時間、バスの天井に頭をぶつ
この度、このような機会を与えてくださいました会

けながら無事に到着。クラコー小学校で贈呈式も無事

長・幹事様をはじめプログラム委員長他関係者の皆様

に行われました。クラコー小学校校長先生をはじめ先

に感謝いたします。

生・生徒、群政府関係者、地方教育局関係者、そして
HG 関係者と数多くの方が出席されて盛大に行われた
ことを思い出します。次の日、川イルカを見に行きま
した。国を跨ぐほどのメコン川に現在 20 頭ほどしか
確認されておらず絶滅寸前の川イルカをほんの少し
ですが見れたことに感動し良い経験になりました。そ
して個人的に行っていたカンボジアシェムリアップ
にあるチェイ小学校の歯科検診・口腔衛生指導も地区
補助金で行けるようになりました。野外の検診は初め
ての経験でしたが、子ども達は生まれて初めての検診
だったようです。毎年 800 名を超える検診と各教室を
回り口腔衛生指導も行い歯磨きの大切さも指導する
事ができました。検診表、歯ブラシ、口腔指導用の鏡
など毎年藤沢クラブの皆様に支援していただき感謝
しております。今後も継続して行っていきたいと思っ

ております。

また、チェイ村にある HG の施設ニューチャイルドケ

昨年 9 月にスヴァイリエン州、バサック中学校の雨天

アセンター（NCCC）は社会的偏見によって人権が侵

用体育施設、贈呈式に参加させていただきました。今

害される 傾向にあるエイズ孤児や農村において行き

回の雨天用体育施設建設に関しましては、雨天時に体

場を失った子どもたちに対する養教育や職業訓練を

育事業が実施され年間計画通りに遂行されまた生徒

行う場所で現在 20 名の子供たちが集団生活を行って

の体育授業に対する意欲が向上することを期待する

おります。そこでは子供たちのむし歯治療も行ってお

想いから約 2 年前より NPO 法人ハートオブゴールド

ります。はじめは 3 日間くらいかかった治療も今はほ

を通じて計画をさせていただきました。

ぼ午後だけの数時間で終われるくらいになりました。
ここでは歯科治療器具、口腔内バキューム装置、超音
波洗浄機、大型変圧器などクラブの皆様に支援してい
ただいており本当に感謝されております。

本日のお料理
夏はジャージャー麵！
シェフオリジナルの香りよく優しい甘さ

