
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二年後、突然結婚しろと会わされたのがご両人で驚い

たとのことでした。結婚後二人の子を育て、長女の重代さ

んは玉川大学で助手として勤め、現在は別の大学で学ん

でいる。長男の克也さんは、早稲田大学を卒業後証券会

社に就職し自立しているとのことです。帰国後年金が支給

されたが 5 年後、色々の中傷が入り遠慮して返納したとの

ことです。 

小泉訪朝 2002 年 9 月 17 日より 12 年間拉致問題は膠

着状態にあり、国際情勢の変化等により只今安倍政権に

て日本の原則論を貫き、「過去の清算」を具体化して準備

し堂々と国交正常化に向けて行動するより他にないようで

す。 

 

【幹事報告】  依田 晋一 幹事 
 

１．中川博司ガバナーより 

・「第 2600 地区 地区大会」開催案内 

   日時 10 月 18 日（土）19 日（日） 

   場所 駒ヶ根市文化会館 

   申込締切 8 月 6 日（水） 

 ・米山奨学地区セミナー開催案内 

   日時 8 月 23 日（土）10：30～12：10 

   場所 ホテル中村屋（塩尻市） 

   参加者 米山奨学担当者、入会間もない方 

 ・ロータリー財団地区セミナー開催案内 

   日時 8 月 23 日（土）13：00～16：00 

   場所 ホテル中村屋（塩尻市） 

   参加者 会長、ロータリー財団委員長または幹事、 

Ｒ財団委員 

２．ロータリー情報研究会より「ロータリー情報冊子」発刊 

について 

  「ロータリー情報冊子」ご希望の方事務局まで 

 

◆点鐘 渡辺 文夫 会長 

◆SAA 湯本 敏晴 委員長 

◆ソング それでこそロータリー 

◆ﾋﾞｼﾞﾀｰ 中村 茂君（小諸ＲＣ） 

 

【会長挨拶】  渡辺 文夫 会長 

 皆さん今日は。いよいよ夏本番です。7 月 22 日、平年

より一日早く、昨年より16日遅く梅雨明けが発表になり

ました。猛暑日が続きますから熱中症にならない様お

体には充分に注意して行動致しましょう。 

毎日猛暑が続いておりますが、来週の 8 月 5 日は暑

気払いということで親睦を兼ねて家族の方々もお招き

して今年は布引温泉こもろで開催致します。クラブ運営

委員長、湯本さん始め運営委員の皆さん大変ご苦労

様です。今年は昨年より準備その他が大分楽になると

思いますが、気を使う事には変わりありませんので、終

わりまで気を抜かず親睦に努めて頂きたいと思いま

す。よろしくお願い致します。 

7 月 18 日、第 34 回小諸市民大学に参加致しました。

講師は拉致被害者家族会元副代表 蓮池 透氏です。 

拉致されたのは弟の薫さんとガールフレンドの悠木子

さんで、薫さんが今から 34 年前中央大学２年生の時、

柏崎の海岸で二人で夕日を見ている時にタバコの火を

貸してくれと声を掛けられ、振り向きざまに目を殴られ

紐でぐるぐる巻きにされて大きな袋に入れられ、悠木子

さんは粘着テ－プで縛られ別の大きな袋に入れられ、

暗くなるのを待って迎えに来たゴムボ－トに乗せられ

沖合に待機していた大きな船に移され、北朝鮮の清津

（チョンジン）の港に入港して拉致された。 

その時、薫さんには悠木子さんは日本に帰したと話

し、悠木子さんには薫さんは日本に帰したと話し、二年

間別々に生活をしていたそうです。 

 

◆会 長 / 渡辺 文夫    ◆副 会 長 / 渡辺 頼雄 

◆幹 事 / 依田 晋一    ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 清水 泰男 

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30  ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽 

◆事務局/〒384-0025  長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階 

NO．１２３９  平成２６年７月２９日 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【出席報告】   黒澤 明男委員長 

 会員数 出席 M・U 欠席 出席率 

本 日  ７月２９日 ２２名 １９名 事前１名 ３名 ８３.３３％ 

前々回  7 月８日 ２２名 ２０名 事後１名 ２名 ８５.００％ 

次週のプログラム  ： ８月５日 納涼夜間例会 

次々週のプログラム： ８月 １２日  ガバナー補 佐 事 前 訪 問   

 

◆ラッキー賞 

   ＮＯ．８   小池 平一郎君 

 

◆ニコ BOX  清水 泰男 委員長 

 

中村  茂君 

今年度、小諸ＲＣ会長になりまし

た、中村です。8 日に木村幹事と 

共にご挨拶に伺う予定でしたが

不幸ができ本日、ご挨拶に伺い

ました。一年間宜しくお願い致し

ます。 

渡辺 文夫君 
小諸ＲＣ会長、中村さん一年間

宜しくお願い致します。 

橋詰 希望君 

長聖おめでとう。ミャンマーのマ

ングレー航空、社長のアダムが

国産ジェット機 10 機を購入してく

れた、ニュースが昨日放映されま

した。 

小池平一郎君 

久しぶりにラッキー賞、当たりま

した。中村小諸ＲＣ会長、有難う

ございました。 

黒澤 明男君 
掛川さんの卓話、楽しみにしてい

ます。 

小島 勝君 
職業奉仕の為、早退させて頂き

ます。 

 

  

    

      

  

３．ロータリーの友事務所より「ロータリーの友」電子版

について 

   2014 年 7～12 月号、下記の方法で閲覧可能 

   ロータリーの友ホームページ

www.rotary-no-tomo.jp にアクセスし、「ロータリ

ーの友」電子版をクリック 

    ＩＤとパスワード ＩＤ rotary  パスワード rotary 

４．木曽ＲＣより例会場変更について 

   ９月２日(火)より  

長野県木曽勤労者福祉センター１Ｆ音楽室 

   〒399-5601 木曽郡上松町上松 159-4  

TEL 0264-52-2736 

５．例会変更 

   上田ＲＣ   8 月 11 日（月）   定刻受付なし 

 8 月 18 日（月）   定刻受付あり 

６．クラブ計画書 

   佐久、蓼科ＲＣ 

７．週報 

   上田西ＲＣ 

・来週 8 月 5 日（火）納涼夜間例会 布引温泉こもろ 

本日の配布物 

週報 1238 号、理事会報告、2014～2015 年度予算

書、地区大会案内・パンフレット 

 

◆委員会報告   

 ・奉仕プロジェクト委員会  矢島 栄一委員長 

  「ダメ・ゼッタイ」薬物乱用根絶運動寄付金のお願い 

  一人 500 円以上お願いします。 

 ・クラブ運営委員会  湯本 敏晴委員長 

  例会終了後、親睦旅行について委員会を開催しま 

 す。 



【本日のプログラム】     「食事と健康について」  掛川 興太郎会員 

   

           細井流 六 季 の 食 事 学 

    春先、春、梅雨、夏、秋、冬と、1 年を 6 つに分け、その時季に採れた、その土地のもの、「旬」をいただきます。 

   旬の作物は人間の体に、その時季に必要な成分を多く含んでいるといいます。まさに自然からの贈り物です。 

 

  春 先  寒さに耐えて芽吹く季節 

          凍てついた大地の中で、春に向けてエネルギーをじっと貯えていた生命力が、春先に一斉に芽吹きます。 

         春は名のみで、まだ寒い日も多いので、血流をよくし、体を温める苦味がある野山の芽吹き（フキノトウ、タン 

ポポヨモギなど）や、ユリ科のアサツキ、ニラ、カンゾウなどをいただきます。秋に作付けしたアブラナ科の葉 

もの野菜（冬菜、野沢菜、ターサイ、コマツナなど）がトウ立ちした花芽や花も食卓に上がります。 

 

   春   ぽかぽか陽気の季節  

         ようやく陽射しが暖かく、過ごしやすくなってきます。畑では、春に作付けをしたキヌサヤエンドや、春ダイコ

ンゴボウ、ウグイス菜、ウドなどの野菜が採れ始めます。ユリ科のアサツキ、ニラ、ノビル、カンゾウなどは、

まだ花冷えする春の体を温めてくれます。 

 

 梅 雨  長雨で高温多湿の季節 

        毎日、雨が降り続く梅雨は気分も重くなりがちですが、梅雨の晴れ間をぬって、タマネギ、ニンニク、ラッキョ 

        ウの収穫があります。これらのユリ科の野菜は血行をよくし、体を冷えないようにし、食欲増進、疲労回復、 

殺菌効果もあり、梅雨時に欠かせないスタミナ食でもあります。梅雨明け直前に熟すスグリやブルーベリー、 

木イチゴ、梅などの酸っぱい木の実は、夏バテしないための疲労回復剤でもあります。 

 

    夏   暑さと紫外線が厳しい季節 

          標高の高い寒地でも 30℃を超す日があります。暑い夏には、トマト、ナス、キゥウリ、スイカ、ピーマンなど 

汗を出して体温調節し、暑さから体を守る果菜類が豊富に採れます。カンカン照りの畑でも元気なのはモロ 

ヘイヤ、ツルムラサキ、オカノリ、クウシンサイ、オクラなどのネバリのある緑黄色野菜です。生命力が強く、 

カロチン、ミネラル、ビタミンを多く含み、夏を元気に乗り切らせてくれます。 

 

    秋   豊かな実りの季節 

         秋には、米、雑穀、豆など 1 年中食べる基本の食糧や、良質な油脂を含むラッカセイやエゴマなどの種実が 

          採れます。根菜類のゴボウ、ニンジン、ダイコンや、サトイモ、ヤマイモ、サツマイモなどのイモ類、ハクサイ 

          やキャベツなどの結球もの、ユリ科のネギやニラなどは、体を温めて寒さから守ってくれます。皮膚を丈夫に 

          し、風邪をひきにくくするカロチンたっぷりのホウレンソウ、コマツナ、シュンギク、野沢菜などの葉もの野菜も 

          旬を迎えます。 

 

    冬   寒さと乾燥の季節 

         寒さが厳しさを増すころ、体を温めてくれる保存野菜は、貯蔵庫の中で甘みが増して、よりおいしくなりま 

す。さらに、切干ダイコン、干しイモ、干し柿など、冬の太陽に干された野菜に加え、ミニハウスの中で育て 

ているターサイ、コナツナ、ルｘｔルコラ、ミズナなど、新鮮な旬の耐寒野菜をいただきます。秋に掘ったナガ 

イモは消化酵素をたっぷり含んでいて、食べ過ぎになりがちな冬の胃を守ってくれます。 

 


