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$"IAC活動報告”

IACI個問 河合保昌先生

いつも色々な面でご支援、ご協力を頂きありがとう

ございます。今'三|お持ちした「歩み」に活動内容は詳

しくまとめてありますが、師回活動の後には反省文を

生徒に書かせ、最終的にまとめたものがこの冊子「歩

み」となるわけです。この冊子の狙いは活動を広める

と共にボランティアの紹介をしたり様々なことに利用

して頂ければと思っており、他のIACでもこのような

冊子はありますが特徴的なことは片面は写真を掲戦し

ているところです。マンネリ化しないよう取り組んで

おり、昨年からは地域と連勝し福祉祭や様々な機会に

舞台に上がり、ハンドベル演奏などを致しました。今

年は新しい試みとして、学校周辺の一人幕らしの家庭
ブ､ラス

に生徒が巡って声をかけるなど交流したり、 IAC+校

内の生徒にもII平びかけ活動していきたいと考え、 6月

には当校でIAC主催11点字教室Ⅲを|)ll催する予定です。

例年3年生が妓後に反省を響いてくれますが、 "IAC

に入って良かった”と云ってくれますのでその声を楽

しみに又これからも様々な活動を通して青少年の成長

の一助けとなればと思っています。

使用済切手の回収迎動は桜花学間IACが続く|腱りし

ていきたいと思っており、昨年度はロータリアンの

方々から約33,000枚膜きました。何らかの形で役立て

たいと思いますのでこれからもご協力をお願い致しま

す。
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囮“我等の生業”

画出席報告

会其 69(60)名

出INF率 76.67％

前々匝’ 5月15日

閉ビジター紹介

圏ゲスト紹介

桜花学閥蘭等学校IAC顧問

出席 '16名

(修正出席率) 100%

3名

河合保昌氏
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｢伊豫田幹事報告
1 .次lnI例会終了後、現・次年度理蛎役員会を|%l雌い

たしますので、現・次年度理事役員の方はお残り下

さい。

， ロータリーの友6月号、ガバナー月信･ 2001～02

度ロータリー手'帳が来ておりますので、お帰りにお

持ちドさい。 溌
言~

瀞 昼

’ 萩原親睦活動副委員長よりお願い
篭 鯛遜職~、

;典藤阜： ~ 』
来州雌終例会（6／26）はll寺IM1と場所を変更し、午

後6時より松棚間にて第2回ワイワイ|ﾀl1会を|淵催いた

します。ご自宅宛にすでにご案内済ですので、 6月11

11 (月）までに事務局へお返事をお願い致します。

言rま
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謹蕊

今後の活動にお役立て頂きたいと会長より図書券が

贈呈されました。

閉バナー紹介

東京臨海東RC 山木回りili君
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燕鵜…テーマ ｵ瓠斑は再避細潅漉脇してお|りま菰。



まして、翌日はよく出たものであります。そう云えば、

何かの雑誌でサナダムシの研究をしておられる東京医

科歯科大学の藤田絃一郎さんの話を読みましたが、サ

ナダムシは19世紀には痩身法として使われていた時が

あって、マリア・カラス等もサナダムシのお蔭で6ヶ

月で50キロも痩せたと云っておられました。今の若い

人たちの痩せ願望にもこれは良いのではないか。どん

どん食べて痩せることができます。又、昔は回虫等寄

生虫が日本人の中に居た頃はアレルギーやアトピーが

あまりなかった。つまり、寄生虫がいなくなってアレ

ルギーが出てきたと、免疫性のことを藤田先生は云っ

ていました。ダイエットにはサナダムシが効くけれど

もアレルギーにはカイチュウの方が効くようだ。体中

をぐるぐる回るので効率よくアレルギーを抑えられる

ということです。現在は非常に清潔志向が進み、 日本

人はほとんど無菌状態になっていて、外国へ行って生

活するとたちまちダウンする若い人達(特に若い女性）

が多くなっていると思います。 もう少し雑菌に対する

免疫についても必要があるのではないか。そうでない

と世界のどこでも活躍できる体力が付いていかないの

でないかと思う訳です。

|尾関会長挨拶’

皆さんこんにちは。食事どきの話題としてはいささ

か不適切で申し訳ありませんが、今日は寄生虫の話を

少しさせていただきます。私は仕事の関係で中国に参

りますが、 日本に居る時の感覚でどうしても生野菜の

サラダ等を食べてしまいます。中国の人は地方に行け

ば尚の事ですが、生の野菜はほとんど食べません。妙

めるなり煮るなり必ず火を入れて食べます。非常に高

温で短時間に調理しますので、生の感覚が残った状態

で食べることができます。中国の野菜（国内向け）は

一部の大都会の園芸野菜を除いて肥料は戦前の日本と

同じ所が多いので寄生虫の危険がある訳です。先日少

し心配になりましたので病院で検便を申し出ました

ら、看護婦さんが「検便ですか、潜血反応ですね」と

こちらの話を聞く前に潜血反応の所に○を付けました

ので、慌てて「いや、寄生虫卵の検査です」と云った

らびっくりして「寄生虫ですか」と2度聞かれ、外国

の方ですかと云う顔をされました。私の小学校時代は

集団検便でマッチ箱に入れて持っていき、虫がいれば

強制的に駆虫剤を飲まされました。 これが又よく効き
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＞第2760地区副幹事(江南RC) 佐久間良治 松居 敬二・三輪

;森 泰彦君 小杉君､飛騨ハイランドお世話 宮尾 紘司・三好
； 会長さん幹事さん大谷先生､本 になりました。 水野 賀續・永井
ミ年度は色々とお世話になりありが 山本英次 成田 良治・西川 豊
〆

＞とうございました。 上海に行って来ました。租界の 西野 英樹・大谷 和‘

;和合RC宮下幸二郎君 OLDMEN Jazzが素敵でした。 鷺谷 龍男・佐野
〈 〃 成田信彦君 冑山 敏郎・藤田千津子 笹野 義春・鈴木 正
／

2 次年度水野ガバナー補佐及び千 福井 章・二村 聰 鈴木 理之・竹内 眞

;"RCの皆様には大変お世話にな 萩原喜代子．林 哲央 和田 正敏．山田 毒」
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； 本年度日展審査員に就任しまし 加藤 重雄．加藤 大豊
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例会変更のお知らせ
／ 、，

6/19 (火) I.D.M､の為

6/19 (火）創立記念夜間例会の為

6／20 （水) 1.D．M.の為、囲み屋

にて18時～

6／21 （木）親睦夜間例会の為、 18

時30分～

6/21 (木）夜間例会の為

6／22 （金) 1.D.M､の為、か茂免

にて17時30分～

6／25 （月）最終夜間例会の為
ノ

名古屋和合RC 6／6 （水）あじさい例会の為、か

茂免にて18時～

6／7 （木）例会場の都合にてホテ

ルプラセオ名古屋にて

6/12 (火) I.D~Mの為、 6/16(土）

6/13 (水) 1.D．M.の為

6/13 (水）懇親例会の為、か茂免

にて12時～

6/18 (月）夜間例会の為

6/18 (月) 1.D.M.の為、 18時～

名古屋名南RC

名古屋名東RC

名古屋守山RC名古屋大須RC

名古屋西南RC西春日井RC

名古屋東南RC

名古屋守山RC 名古屋東山RC

名古屋北RC

名古屋昭和RC

名古屋空港RC 名古屋昭和RC
、

圏次回例会（6月12日） 卓話“｢80：20」の法則，， 会員

GSE帰国報告 大同工業大学講師

永井勝君

渡辺博明氏

一リー
と


