
２０１５年９月１４日（晴れ） 第２週 第２１２５回例会

”奉仕の理想”Song

神戸一子さん（神戸政治君夫人）他12名Guest

Attendance

７８名 １４名 ７９．１０％会員 欠席 出席率

８月分修正出席率の報告

100％ ０名８月 ３日出席率 欠 席

100％ ０名８月１０日出席率 欠 席

100％ ０名８月１７日出席率 欠 席

100％ ０名８月２４日出席率 欠 席

100％ ０名８月３１日出席率 欠 席

東海広光 会長President Time

皆さん、こんにちは。先日は、秋の家族会に78名の皆様

、 。にご参加をいただきましてまして 有り難うございました

豪快な伊勢海老、アワビの丸焼きに、きっと満足いただけ

たと思います。親睦活動委員会、会場委員会の皆様には、

改めましてご協力有り難うございました。伊藤正征親睦活

動委員長は、もう年末家族会に向けてスタートいたしてお

ります。楽しい会を準備いただいているようですので、12

月19日の年末家族会もどうかよろしくお願いたします。

今年度、ご夫人参加の例会を前半と後半と２回企画する

という方針の中、今日はその第一回目ということでご案内

をさせていただきましたところ、13名の皆様にご参加いた

だきました。誠に有り難うございます。会員がロータリー

活動に参加できるのは、奥様方のご協力の賜です。改めま

して、会員の奥様方の日頃のご協力にお礼を述べさせてい

ただきます。今後ともご主人とあまロータリークラブをよ

ろしくお願いいたします。

本日、宮下プログラム副委員長のお世話で料理研究家の

伊藤華づ枝先生をお招きいたしました 「食事で変わる良い。

人生 悪い人生」と題しましてご講演をいただきます。伊

藤先生は「亭主を早死にさせる家庭料理」という本を出し

てみえます。非常にインパクトのあるこの本を購入して読

ませていただきました。本の中に「亭主を早死にさせる10

か条』という文面があり、1974年にアメリカのジーン・

メイヤー博士が逆説のメッセージとして世に出した言葉だ

そうです。

１．しっかり太らせなさい。

２．運動をさせてはいけません。

３．お酒はしっかり飲ませましょう。

４．油ものはたっぷりと。

５．味は濃く塩分を過剰にします。

６．珈琲をたっぷりと。

７．タバコは当然です。

９月２８日（第２１２６回）Today

担当 立松絹久 プログラム委員長

演題 卓話「現場から見た経営者の悩み」

吉田 勤君

１０月 ５日（第２１２７回）Next Week

担当 鈴木正徳 米山奨学委員長

演題 卓話

米山奨学生 グエン シン コン君



８．必ず夜更かしさせましょう。

９．レジャーなど気分転換は論外です。

１０．小言を言ってストレスを溜めていきましょう。

逆説のメッセージですから、この逆をすれば健康で長生き

ができるということです。本日ご出席いただいています皆

様は、ご主人の健康を考え愛情込めた食事を作っていただ

いていると思います。ご主人がお食事を作ってみえます家

庭は、亭主を女房に変えていただければよろしいかと思い

ます。私たちは365日1095回食事をいただきます。今日

は伊藤先生から食事に関する楽しいお話を聞かせていただ

けると思います。ご期待ください。そしてもう一つ。今日

はホワイトデーから半年目の日で 「メンズバレンタイン」、

という日だそうです。男性から女性に下着を贈って愛を告

白する日だそうです。

児玉憲之 幹事Secretary Report

１ 後藤雅光君に第2回マルチプル・ポール・ハリス・フ

ェローピンが参りました。

卓 話

「食事で変わる良い人生 悪い人生」

（株）ハンナプロジェクト

代表取締役 伊藤華づ枝さん

★健康の三大柱は快食・快眠・快便

・１番大切なことは・・〇〇〇が出る食生活

・腸内細菌とは？

・食物繊維をたくさん摂りましょう！健康を維持するた

めに必要な野菜の摂取量は１日350ｇ以上

・食物繊維は動脈硬化予防にも繋がります

・発酵食品を摂りましょう

★ユネスコの無形文化遺産に登録された「和食」の大切さ

を再認識しましょう

・和食は栄養バランスが優れ、健康的です

★朝食をしっかりと食べましょう！

・朝ご飯は脳のエネルギー。理想的な朝食は日本型食生

活（和食）に乳製品をプラスしましょう

伊藤華づ枝作一汁三菜

汁・わかめのかき卵汁

おかず

①サバのしょうがじょうゆ焼き

②薄味五目煮豆

③きゅうりの塩麹漬け

★運動と休養（睡眠）も大切

・適度な運動で肥満予防＆ストレス解消

・日本人は世界ワースト１の睡眠時間

★カルシウムは心の栄養素

・カルシウムでボケを防ぎましょう

★ストレスを取りましょう

・ストレス予防に効果のある食材を、毎日の食事に取り入

れましょう

・適度なお酒も良いでしょう

・仲間と楽しく料理を作りましょう

★よく噛んで食べることが大切

・だ液の効能

・よく噛むことは脳へも良い働きをします



※料理教室で学びましょう

近年、食事の間違いが身体だけでなく、心に大きな影響

。を与えるのではないかと考えられるようになってきました

あなたもご自分の健康を守るため、ご家族のために料理を

習いませんか？中日文化センターの料理教室でお待ちして

おります（詳細は別紙をご覧下さいませ 。資料をお送りし）

ます。お気軽にお問い合わせ下さい

（株）ハンナプロジェクト 伊藤 華づ枝

〒461-0005 名古屋市東区東桜1-2-21 ラ・シャン

テ・ツツイ３F

TEL/FAX 052（265）8821

又は052（265）8824

E-mail info@intertiara.com,

kazue-i@dream.ocn.ne.jp

URL http://www.intertiara.com

Twitterアカウント：ItoKazue Facebook:伊藤華づ枝

伊藤華づ枝・プロフィール

「食・栄養・健康」の総合プロダクション（株）ハンナプ

ロジェクト 代表取締役

＜業務内容＞

栄養＆給食管理の請負。調理スタッフ及び栄養士、管理栄

養士・料理講師の派遣。メニュー開発、メニュープロデュ

、 、 。 、ース 料理撮影 テーブルコーディネート マスコミ出演

本の出版執筆、講演活動。

・インターティアラ「食育」相談室代表・食育伝道師

・ 全国お母さんの味を守る会」会長「

・幼児食アドバイザー・介護食アドバイザー・調理師

・管理栄養士・料理研究家・フードコーディネーター

・スイーツスペシャリスト・ふうどコンサルタント

・テーブルコーディネーター

・国税庁「税務大学校」講師・大学講師など

《代表的な著書》

「亭主を早死にさせる家庭料理」

「寝込まないボケない家庭料理」

「食事で変わる良い子・悪い子」

健康料理辞典「新しい家庭の健康料理」

「伊藤華づ枝の発芽玄米、テンペで100歳をめざす」

「食生活全般論 ～世界の食文化＆マナー総論～」

レシピ本「私の完熟レシピ」

「食・栄養・健康」を総合的に研究する、全国で活躍中の

マルチ料理研究家

マスコミ出演、企業・行政・団体・PTA等への講演活動、

執筆活動をはじめ、料理教室やテーブルコーディネート講

座、テーブルマナー講座の開設、オリジナル食器のプロデ

ュースなど活動内容は多彩で、常に「心と体の豊かさ」を

提案し続けている。特に、自らの経験を生かした「食育」

に関する講演・執筆活動には定評があり、2005年「愛・

地球博」では、楽しみながら食の大切さを学ぶ「子ども参

加型パビリオン」にてアドバイザーを務めた。活動は、日



（ ） （ ）本紳士録 交 社 ・愛知県著名女性辞典 中日出版本社訽

・淑女録（中部経済新聞社）にも掲載されている。

例会日 クラブ名 場 所

9/29 火 名古屋城北 栄東急REIホテル（ ）

名古屋名南 17:30 マリオットアソシア

10/1 木 名古屋西 休会（ ）

名古屋大須 東急ホテル

9月28日MENU

野菜カレー＆ライス

わ が 街 あ ま 地 区 文 化 財 ７

「木造仁王像 －大治町馬島－」

眼院にある木造仁王像で、阿形像は331.2センチ、吽形

像は337.8センチ。町内の木造彫刻作品のなかで最大の大

きさ。制作時代は鎌倉時代で、慶派仏師による造像の可能

性が指摘されている。保存状況は欠損、矧目（木材の継ぎ

目）の緩みなどがあるものの、おおむね良好。特徴的なこ

とは阿形の左側面にある渦巻文で、衣のひだを図案化した

もので、これは甚目寺の阿形の左側面にも見られ、また、

像全体の構造も類似していることから、共に見本となる作

品があったと考えられるとの指摘もある。

明眼院仁王像阿形

明眼院仁王像吽形

「鉄蔵地蔵菩薩立像 －あま市中橋－」

中橋地区の法蔵寺の本尊で、地元では鉄地蔵様の愛称で

知られる。右肩背後に「寛喜2年（1200年 」の刻銘があ）

り、国内でも有数の古さ。かつて桶狭間の合戦の折、蜂須

賀小六正勝が蓮華寺東にあった本像を戦勝祈願のために戦

場へお連れしようとしたが、あまりに重さゆえ運ぶのに困

り、地蔵尊が手に持つ錫杖のみをもって戦場へ。そして見

事勝利をおさめ、以後その錫杖は蜂須賀家の家宝となった

という言い伝えが残る。

鉄造地蔵菩薩立像 国指定重要文化財

寛喜２年（1230年）銘 法蔵寺(中橋）本尊



ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

東海広光 会長

・伊藤華づ枝先生、ようこそあまロータリークラブへ。本日卓話をよろしくお願いいたします。

・本日はご夫人の皆さんにご参加いただきまして、有り難うございます。伊藤先生のお話をお聞きいただきまして、今晩か

らの食生活の参考にしてください。

・秋の家族会ご参加の皆様、お疲れ様でした。しまかぜ、伊勢神宮、海女小屋と、皆さんのご協力のおかげで無事に終える

ことが出来ました。ご参加の皆さん、親睦活動委員会と会場委員会の皆様、有り難うございました。

・西川副会長、秋の家族会にワインの差し入れ、有り難うございました。ワイングラスまで用意していただき、感謝です。

・第3回定例理事会ご出席の皆様、遠方までお疲れ様でした 「日の出」をご紹介していただきました渡辺君、有り難うござ。

いました。美味しい料理がいただけまして幸せでした。

西川広樹 副会長

・秋の家族会、親睦活動・会場委員の方、有り難うございます。

児玉憲之 幹事

・伊藤華づ枝さんをお迎えして。

・秋の家族会に参加の皆様、お疲れ様でした。

藤田隆志君

・先日の伊勢日帰り旅行は大変楽しく過ごしましたが、皆様には多大なるご迷惑・ご心配をおかけし、誠に申し訳ありませ

んでした。また、当日のご支援及びその後の暖かいお言葉の数々に、深く感謝申し上げます。

上田博行君

・結納から10ヶ月、今週19日にグランドティアラで娘が結婚式を迎えます。父親の心境は複雑ですが、これも慶事の一つ

でしょう。

・伊勢志摩家族会、お世話になりました。

大竹和美君

・ヘルパーの櫻井さんに付き添いをしてもらいました。有り難う。

山田幸治君

・昔は難しい字を書いていました。鹽竃神社、臺灣、學校などです （すべてパソコンで出ます）。

後藤雅光君

・12日は八十八会にご参加いただき、有り難うございました。

家田安啓君

・親睦活動委員長伊藤正征君、家族会ではバスの中で美味しいビールをご馳走になりました。有り難うございました。

伊藤英毅君

・本日、女房がお世話になります。

篠田正志君

、 。 、 。・美和かしの木会チャリティーコンペ参加の皆様 有り難うございました 西川君 今年も多額のご寄付に感謝いたします

・秋の家族会、楽しかったです。親睦活動委員会の皆さん、有り難う。

高山 敏君

・武藤君、写真有り難う。

・沢山の奥様をお迎えして。

紅谷幸政君

・後藤雅光君、八十八会では大変お世話になりました。

後藤袈裟美君

・私の妻も、今日の例会をとても喜んでいます。

今西邦弘君

・ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

板津和博君

・秋の家族会、しまかぜ、伊勢えび、アワビ、サザエ、最高でした。親睦活動委員会の皆様、有り難うございました。

前田重廣君

・ニコボックス委員会、ご苦労様です。



宮下忠克君

・本日の卓話は、私の旧知の先輩「料理研究家」伊藤華づ枝先生にお願いしました。楽しいお話をよろしく。

大西晃弘君

・ニコボックスの皆様、お疲れ様でございます。中西君、お久しぶりです。

山田尊久君

・伊藤華づ枝先生、教室で娘がお世話になりました。今日の卓話を楽しみにしています。

投函件数２０件 合 計 ８１，０００円


