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第 1153 回例会報告                             7 月  26 日(水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日の例会（1154 回）  8 月    2 日（水） 次週予告  8 月   9 日（水） 

◎ソング 「君が代」「奉仕の理想」 

            田村 久子 会員  

◎プログラム   

             会員増強委員会プログラム 

◎ソング 「四つのテスト」 

             小山 一子 会員 

◎プログラム  卓 話 

桑田 昭世 会員              

 

 

 

 

 

会長 田辺 朱希美 

 

皆さん こんばんは。 

 

連日の猛暑に本当に暑くってバテてしまいそう

です！皆さん、水分補給を忘れずに！！ 

本日のお客様は、私どもクラブの初代会長秋沢 

元会員の娘さまのマリー秋沢さまです。 

本日の卓話を宜しくお願い致します。楽しみに

致しております。 

さて、今日は二十四節気の『夏』の『六節気』

について少しお話しをさせて頂きます。 

『立 夏』りっか（新暦 5月 5日〜5月 20日頃）

夏の始まり 夏が近づいてきて、新緑がまぶしく 

さわやかな風が吹く五月晴れの季節から始まりま

す。 

『小 満』しょうまん（新暦 5月 21日〜6月 5

日頃） 命が次第に満ち満ちていき草木が天地に茂

って気温も上がってきます。 

『芒 種』ぼうしゅ（新暦 6月 5日〜6月 20日

頃）芒とはイネ科の穂先の針のような突起のこと。

麦秋を迎えそれを刈り取ってからその後に苗代で

育った稲を田に植える田植の時期です。しとしと

雨降りが続き梅雨の始まりです。 

『夏 至』げし（新暦 6月 21日〜7月 6 日頃）

昼が一番長く、夜が一番短くなる夏至は、北半球

では１年で昼が最も長く夜が最も短くなります。

日本では梅雨の最中で日照時間が、それほど長く

ないため昼が最も長いとは感じにくいかもしれま

せん。 

夏至から、１１日目は半夏生といいこの日まで

に田植えを終えるべきとされています。そして、

夏越の祓い、神社では「茅の輪」くぐりを行いア

ヤメが花咲く頃です。 

『小 暑』しょうしょ(新暦 7月 7日～7月 22日

頃)梅雨明け。夏の土用に入る手前で梅雨が明けて

少し暑くなってきました。 

7月 7日に 5節句の１つ七夕があります。7月 9

日は浅草の浅草寺のほうずき市などが有ります。 

 『大 暑』たいしょ(新暦の 7月 23日～8月 6日

頃)１年で最も暑い時期、現在その真っ只中です。

熱帯夜が始まるのもこの時期です。

 

   R.I.会長テーマ 

   “ロータリー：変化をもたらす” 

      イアン H.S. ライズリー 
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大阪の天神祭、東京の隅田川の花火大会、8月 2

日～の青森のねぶた祭り、秋田の竿燈まつりなど

東北のお祭りが続きます。 

お祭りが大好きな私も、ねぶた祭りそして竿燈

祭りと２、３年前に楽しんで参りました。 

そして、夏の疲れが出る頃、お腹に症状が起き

やすい時、食材や食べ方、食べる時間など見直し

てみましょう！少量でも栄養価の高いお肉など頂

きましょう。 

又、豆腐は甘み微寒性で腫物を治して消炎し充

血を治します。畑の肉と言われる大豆が原材料で

あることから豆腐は更年期改善のイソフラボンを

含むなど毎日頂きたい健康食材です。ゴ－ヤ、山

菜のような苦味も大事です。赤いトマトや玉ねぎ

なども多いに頂きましょう！ 

そして皆さんこの猛暑を乗り切りましょう！    

 

 

卓 話 

             マリー秋沢 様 

この度は、ロータリー例会での卓話という貴重

な機会をいただきありがとうございました。 

今後の食事において糖質や炭水化物の量を減ら

すことの大切さ、について少しお話しをさせてい

ただきました。 

糖質が２gからのパンやスイーツなどの製造と

販売（マリーズローカーボフーズ ０７９７−７７

−００２６）、また、家庭でも実践できるローカー

ボの料理法などをお店、料理教室などで随時、行

っております。 

今後は宝塚栄養士会、給食委員会で調理実習な

ど、宝塚市の皆様の健康と長寿につながるような

活動も続けて参ります。 

お店は現在、宝塚南口の阪急オアシス横にござ

いますが、都合により、９月ごろには移転する予

定です。その際には再度、お知らせいたしますの

で、どうぞ一度はお立ち寄りくださいませ。 

よろしかったらお料理教室も仁川のさららの調

理実習室で行っております。ご自宅で、糖質オフ

のお料理を実践されたい、血糖値が気になられる

メンバーの方は是非、この機会にご参加ください

ませ。基礎からしっかりお伝えいたします。 

 

**************************************** 

次回は８月２６日（土） 

米こんにゃくを使ってパエリア、その他のスペイ

ン料理を糖質オフで作ります。 

時間：１１時半〜１５時 お一人６０００円 

場所：仁川の駅ビル、さらら３F調理実習室 

持ち物：エプロン 

すでにロータリーメンバー様でご参加くださりま

す。ありがとうございます！ 

ご参加希望の方は下記までお知らせくださいませ。

食材の準備のため、事前予約が必要です。 

メール：marieakisawa@gmail.com  あるいは０９

０−３５２７−０１５６ 

健康料理研究家、栄養士、調理師 マリー秋沢 

************************************* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○本日なし 

本日のニコニコ      0円 

本日までの合計  172,000円  

 

 

□ソング 

「Be a Rotarian」  

桑田 昭世 会員 

□お客様 

秋沢 マリー 様（健康料理研究家） 

□出席報告（次号に掲載） 

 会員数 出席免除 算定 本日 MU 出席率 

本日 32 2 30 24  80.00 

前々回 

7/12 
32 2 30 21 4 83.33 

プログラム 

ニコニコ箱 

週間報告 
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□幹事報告 

1. ガバナーより九州北部豪雨の被災地への義援

金の要請がありました。 

箱をまわしますのでよろしくお願い致します。 

 

2.「第 16 回ロータリー全国囲碁大会」のご案内 

日 時 2017 年 10 月 14 日（土） 

    9：30 登録受付 

    10：00 開会式 

    16：00 表彰式 

場 所  東京・市ヶ谷日本棋院本院 1 階対局室 

登録料  7000 円 

 

***************************************  

☆☆8月のお祝い☆☆  

会員誕生日  

23日 定籐 繁樹 会員  

奥様（ご主人様）誕生日  

9日 田中 寛子 様  

17日 中村 雅子 様  

19日 那須 次子 様  

23日 細川 潤子 様 

結婚記念日  

なし 

*************************************** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当クラブＨＰへのＱＲコードです。 

スマホでお試し下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 今日は何の日 

8月 3日 

学制発布記念日 

1872(明治 5)年のこの日、太政官布告で「学

制」が発布され、近代的な教育制度が確立。 

8月 6日 

広島平和記念日，広島原爆忌 

1945 年 8 月 6 日午前 8 時 15 分、米軍の B29

爆撃機エノラ・ゲイが、広島市上空で世界初

の原子爆弾リトルボーイを投下した。市街は

壊滅し約 14万人の死者を出した。 

World Wide Web の日 

1991年のこの日、計算機科学者ティム・バー

ナーズ=リーが、自身が開発した World Wide 

Web(WWW)に関する情報をネット上に公開。 

世界初の Webサイト http://info.cern.chを

開設した。 

8月 9日 

長崎原爆忌 

1945 年 8 月 9 日午前 11 時ごろ、米軍の B29

爆撃機「ボックスカー」がプルトニウム原爆

「ファットマン」を投下し、長崎市松山町の

500m上空で爆発した。約 7万 4千人の市民が

死亡、約 7万 5千人が重軽傷を負った。 

 

 

 

 


