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　50歳を過ぎた頃から昔痛めた膝が特に痛くなり、
ゴルフも余り気が進まなくなりました。
あれは良いかも、これは良いかもと運動器具を買っ
てみるものの、内臓脂肪も取れなく運動すれば膝が
痛いと、こればどうするべきか日々考えております。こ
の器具達も順番に家の中で放置され、邪魔物・粗大
ゴミになりつつあります。
　唯一続いているのが、朝一杯の無調整豆乳を飲む
事！！寂しいかな・・・これだけ！！　　
　一年幹事として古山会長のもと、ロータリークラブ
が円滑に運営出来るよう、体力をつけて健康には留
意して頑張って参ります。どうぞ宜しくお願い致しま
す。

　皮膚の炎症を起こしやすかったので、複数の
ビタミンＡ剤やビオチンを飲んでいました。
40歳を超えた頃から、黒酢、ウコンを飲み始め
て、スピルリナが増えました。45歳位からコエ
ンザイムが増え、ついでにαリポ核酸、Ｌカル
ニチンも追加しました。タバコは45歳の時に辞

め、体重は86KG迄増えました。48歳位から定期的に鍼灸に通うようになり、50歳頃か
ら定期的にリンパマッサージにも通ってます。52歳頃から昼休みに会社付近を50分
程、お散歩をするようになり、体重は78KGに減りました。57歳からジムにも通うように
なり、一瞬ですが68KG迄落ちました。また、57歳の時に血圧の薬が追加され、58歳に
なると鶴舞の本草閣で漢方薬も追加しています。
　現状、上記すべてを程々にやっておりますが、酒だけは辞められないので、結局体
重は現在75KGです。健康の為に、お金も時間も使っております。結論は、「酒、飲んじゃ
ダメ、でも辞められない。」です。　　



     ＜6月14日ホーム例会ニコニコ投稿＞
＊会長 脇田  誠君 / 副会長 樋口義成君 / 幹事 加
藤勝也君
6月14日例会ご参加いただきありがとうございま
す。本日が本年度ここ「倶楽部いち川」にて開催
される最後のホーム例会となりました。休会あり
延期変更ありの1年でしたが、メンバーの皆様ご
理解・ご協力いただき何とかここまでたどり着く
事が出来ました。誠にありがとうございました。
来週24日は移動例会・ジャルダンでの夜間最終
例会なります。纐纈直前にはサックス演奏のご無
理申し上げて申し訳ありません。多くのメンバー
皆様の後参加お待ち申し上げております。よろし
くお願いいたします。
＊山本好作君
5月31日の例会無届けで欠席してしまいました。
誠に申し訳ありませんでした。30年の皆出席表彰
をいただきありがとうございました。
＊西山隆志君
初めて皆出席の祝福をいただきました。ありがと
うございました。
＊柘植典之君
結婚記念の花、有難うございました。早速家のあ
ちこちに飾らせていただいました。
＊家田　博君
結婚記念日のお祝いの花をいただき、ありがとう
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委員会報告

6月 14 日会員卓話

鈴木直樹君に健康経営について卓話をいただきました。

クラブ広報委員会
今年度ウィークリー掲載『私の健康法』のスケ
ジュール表を配布いたしました。 
管理運営委員会
今年度は月1回夜間例会を開催いたします。
本日、7月26日夜間例会のご案内を配布いたしま
した。皆様のご参加をお待ちしております。

○

○

本日18時30分より旅館いち川にて新旧合同理事
会を開催。新旧役員・理事の皆様よろしくお願い
いたします。
【来信】　7月ロータリーレート　1ドル=136円 

○

○



した。佐々木委員長が取組まれたSDGsに会員
れ様でした。佐々木委員長が取組まれたSDGsに
会員の皆さんと参加できた事も感謝です。
＊松井啓史君
誕生日のお祝いありがとうございます。また一つ
大人になりましたので、仕事もプライベートも頑
張ります。
＊松田　翼君
本日脇田会長年度の最終例会となりました。
通常例会もコロナ禍での運営が大変な中、無事
60周年の全事業を開催できたことが私個人にと
って、とても勉強となり大きな財産となりました。
クラブ広報委員会としてはウィークリーレポート
の「私のSDGs」「R酒場｣の記事で皆様にご協力
いただきありがとうございました。委員会メンバ
ーや日程調整をしてもらった松井副委員長や事
務局中邑さんにも大変苦労をおかけしましたが1
年間ありがとうございました。60周年記念誌は
現在印刷中で6月末には納品されます。配布は7
月新年度の第1例会を予定していいますのでお楽
しみにしていてください。次年度古山会長年度も
よろしくお願いします。
＊山田　浩君
脇田会長以下役員、委員会の皆様大変お疲れ様
でした。今日は心軽く飲み、食事を頂きましょう。
＊纐纈雅治君
脇田会長、一年間ご苦労様でした。各務年度、纐
纈年度、脇田年度と3年連続コロナに翻弄された
一年間になってしまって、ご苦労だったと思いま
す。お疲れ様でした。
＊佐々木元司君
脇田会長、加藤幹事、1年間ありがとうございまし
た。同級生の脇田君とはロータリークラブに入れ
て頂いたおかげで30年ぶりに再開でき、この1年
は特に濃い時間をご一緒できました。同じく同級
生の古山君、7月から会長職を楽しんでください
ね。
＊井口享久君
本日の最終例会に出席できず、本当にすみません
。本年度、脇田会長・樋口副会長・加藤幹事・各
委員長の皆様1年間、本当にお疲れさまでした。
コロナ禍で判断が難しい中、60周年記念・SDGs・
愛知長久手RC交流など実り多き素晴らしい1年だ
ったと思います。次年度会長の古山さん・幹事の
大野さんバトンタッチが目の前ですね。次年度も
楽しみにしています。
＊佐野幸久君
脇田会長、一年間ありがとうございました。

ございました。
＊井手基晴君
家内の誕生日のお祝いありがとうございます
。誕生日が私と8ヶ月しか変わらない為、この4ヶ
月は同い年になり、いつも以上に家内がパワー
UPします。この数ヶ月はおとなしくしています。
＊五月女和広君
『私のSDGs』と『R酒場』を掲載させていただき
ました。拝読の程よろしくお願い致します。
＊鈴木直樹君
卓話をさせていただきありがとうございます。
＊髙木良直君
次回の最終例会、出張の為欠席致します。脇田会
長、加藤幹事一年間お疲れ様でした。周年もあり
、大変良い経験をさせて頂きました。次年度古山
会長よろしくお願い致します。
＊佐々木元司君
長女の大学の卒業式に出るためにカリフォルニア
に行ってきました。久しぶりにノーマスクの生活
をして無事に帰ってきました。健康に感謝です。
　＜6月24日最終夜間例会ニコニコ投稿＞
＊会長 脇田  誠君 / 副会長 樋口義成君 / 幹事 加
藤勝也君
最終例会となりました。一年間ありがとうござい
ました。メンバーの皆様の御協力に感謝します。
＊副会長 樋口義成君
副会長でありながら無も出来なかった1年でした
が、皆様の寛大なお心のおかげで無事終える事
が出来ました。ありがとうございました。次年度
は管理運営委員長の立場で例会を運営させて頂
きます。よろしくお願いします。
＊幹事 加藤勝也君
1年間、大変ありがとうございました。
＊山本好作君
コロナの嵐の中での出航そして帰港。1年間、脇
田船長のカジさばきご苦労様でした。樋口航海
長、加藤機関長との協力で無事1年間の航海でし
た。おめでとうございます。
＊坂　賢二君
脇田丸、御帰港おめでとうございます。コロナと
いう嵐の中、大変だったね。さぞかし、今晩はお
いしいビールとなると思います。
＊古山紀昭君
脇田会長、加藤幹事、役員理事の方々、御苦労様
でした。次年度はお任せ下さい。
＊藤下和也君
脇田会長はじめ役員の皆さん、コロナ禍の中、1
年間お疲れ様でした。　
＊柘植典之君
支援プログラム委員会の柘植です。脇田会長、1
年間ご苦労様でした。また委員会メンバーの皆
様1年間有難うございました。
＊神谷幸男君
先週誕生日の祝福ありがとうございました。脇田
会長、加藤幹事、役員の皆様、一年間お疲れ様で
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小坂恵那市長より感謝状授与

脇田　誠会長

新工場のお祝い　渡邉大作君 新事務所のお祝い　佐野幸久君

SAX 演奏　纐纈雅治君
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恵那西中学校生徒よりお礼の言葉と
　　　　   SDGs活動発表
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