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　10年ほど前の40歳を過ぎたころから「せっ
かくゴルフをするのなら、カートに乗らず歩い
てみよう」と思い、今はゴルフをするときは、ホ
ールからホールへの移動も含めて1番から18
番まで歩くようにしています。
 始めたころは最後まで歩くことができず、13
番あたりで疲れてしまいクラブもまともに振
れなくなってしまうので、途中からカートに乗
っていました。今は余程のことがない限り最
後まで歩きますし、歩いてプレーするほうが
今の私には当たり前になりました。
 いくつになってもこのプレースタイルが続け
られるように心がけながらゴルフを楽しんで
います。

　私の朝食です（写真参照）トマトと目玉焼き、甘酒と無調
整豆乳を混ぜて温めたもの、100％ジュース、リンゴ・バナ
ナ・マンゴーに青汁とコラーゲンパウダーとオリゴ糖にヨ
ーグルトをかけたもの、かれこれ20年ほど朝食はこれです
。健康に良いかどうかはわかりませんが。甘酒は尾ケ瀬沢
の麹屋さんの麹で自家製です。ヨーグルトも種菌を使って
自家製です。もう1つ秘密の成分があります。有用微生物群
の培養液です。（有用微生物群とは、ありふれた土中に存在
する乳酸菌・枯草菌・納豆菌・その他もろもろの細菌・菌類・

カビなどの中から人間の生活に有用な働きをするものを選りすぐったモノ、琉球大学
比嘉照夫名誉教授の推奨のモノ）これも自家製です。しかし本来の用途は枯葉や牛や
豚の排せつ物を分解させて堆肥にするための土壌改良に使うものです。（比嘉教授
は農学博士です）私たちの業界では、美容材料等の排水の有害物質の分解の目的で
排水溝に流しています。これは飲み物ではありませんのでお勧めはしません。しかし
選りすぐられた有用微生物群です。私は毎朝お猪口1杯分くらいのこれを混ぜて一緒
に体に入れています。年2回ほどホームドクターの下で血液採取検査をします。私たち
夫婦の結果はほとんどの項目で標準値の範囲内にあります。これが効いているから
かどうか因果関係は不明ですのでお勧めはしませんが健康になっている気がします。

恵那峡カントリー松6番（けっこうキツイ打上ホール）



司会進行　河野裕仁副幹事
  1. 開会点鐘　　　　　  　　　   古山紀昭会長
  2. Rotary Song 斉唱  国歌・奉仕の理想・四つのテスト
  3. ゲスト・ビジター紹介                                  
　  岐阜東濃グループガバナー補佐 　       佐藤円一郎様
      多治見ロータリークラブ　　　　　　　井澤好彰様
  4. 祝福・ニコニコ発表
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額      22,000円
　　　　　　　　 □ 前年度累計額   121,000円
  5. 会長の時間
  6. 幹事報告・委員会報告
  7.会員の広場
  8.  卓話 『インクルージョンを目指して』

佐藤円一郎ガバナー補佐
  9. 閉会点鐘                                       古山紀昭会長

本日のプログラム

【2022年8月】
  9日（火）祝日のある週のため休会
16日（火）お盆のため休会
23日（火）卓話 小坂喬峰恵那市長　理事会
27日（土）クラブ研修リーダーセミナー  岐阜グランドH
30日 (火）夜間例会
【2022年9月】
  5日（月）ガバナー公式訪問3RC合同例会  パルティール
  6日（火）移動例会　6日→5日
11日（日）家族会 (管理運営委員会）澄ヶ瀬やな

例会・事業活動のスケジュール

委員会報告

幹事報告

本日例会終了後、旅館いち川にてアッセンブリー
を開催。要請者の方は移動お願いいたします。
【来信】
地区大会（10月22・23日）ご案内   （地区大会事務所）
青少年交換プログラム 2023-24 年度 夏期派遣学生
募集案内  （地区事務所）
夏季休暇のお知らせ 
（ガバナーエレクト事務所）
　8月 9日（火）～ 8月 16 日（火）
 （ガバナー事務所・地区大会事務所・地区事務所）
　8月 12 日（金）～ 8月 16 日（火）
【7月度理事会報告】
①7/26夜間例会 について(管理運営委員会担当)
　理事会時では開催→7/21中止決定
②8/2クラブアッセンブリーについて
　例会後旅館いち川にて開催 (承認)
③8/23卓話について
　卓話 小坂恵那市長 恵那市の未来について 承認
④8/30夜間例会について(支援プログラム委員会
　　担当)ニューウェーブ (承認)
⑤9/11後援『恵奈人による恵那の音楽祭』について
　当日家族会と重なるため10枚チケット受領
⑥9/11家族会について (承認)　
　澄ヶ瀬やな 10時恵那出発16時恵那到着予定
    参加人数把握のため参加伺いの案内配布
⑦8・9月スケジュール (承認)　　

ゲスト・ビジター紹介

佐藤 円一郎（さとう えんいちろう）ガバナー補佐
 生年月日  昭和42年（1967年）1月13日
 事   業   所 株式会社両藤舎 代表取締役
　　　　  〒507-0026 多治見市虎渓町1-31
   職  業  分  類  新聞配布
     所属クラブ  多治見RC

略         歴  1991年  3月 早稲田大学商学部 卒業
          　     　 1991年  4月 三井物産株式会社 入社
　　　　    2002年10月 株式会社両藤舎 入社
　　　　    2008年  4月 代表取締役就任（現在）
ロータリー歴   2009年  1月 多治見RC 入会
　　　　　2013～2014年度 クラブ幹事
　　　　   2015～2016年度 クラブ会長
<ビジター>
会 員 名 井澤好彰君
所属クラブ  多治見RC
事 業 所 株式会社澤千
職業分類   日本料理

○

○
○

○
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支援プログラム委員会
7月23日(土）岐阜グランドホテルにてロータリー
財団研修セミナー開催の予定でしたが、オンライ

13日（火）移動例会　13日→11日
20日 (火）祝日のある週のため休会
27日 (火）祝福 卓話 (執行部）　理事会



ざいました。
＊髙木良直君
本日『私の健康法』を発表させて頂きありがとう
ございます。健康である事の大切さを日々感謝
です。
＊柘植典之君
『私の健康法』に出させていただきました。健康
法と言えるかどうか？わかりませんが、昼寝をす
ると午後すっきりです。

中津川センター
土岐
多治見リバーサイド
多治見
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瑞浪 8/19•26移動  8/12•9/16•23休会
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8・9月の他クラブ移動例会開催日程
8/22 移動 (検討中) 8/8•15•29 休会
8/22 移動  8/8•15•29 休会
8/23•9/27 移動  8/9 休会

樋口義成 管理運営委員長

藤下和也  SAA・支援プログラムアドバイザー 脇田誠 直前会長・クラブ広報アドバイザー 髙木良直 会長エレクト・組織強化アドバイザー

通常総会 古山紀昭議長佐々木元司 地区青少年奉仕委員会委員

加藤勝也 支援プログラム委員長 纐纈雅治 会計・管理運営委員長アドバイザー

西山隆志 クラブ広報委員長 佐野幸久 組織強化委員長 井手基晴 奉仕プロジェクト委員長

＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
前回、たくさんのニコニコを頂きまして、有賀うご
ざいました。身に余る光栄で恐縮です。本日は年
次総会があります。慎重審議をお願い致します。
＊脇田　誠君
本日、総会にて、2021-22年度収支決算（案)及び
60周年収支決算（案)など上程させていただきま
す。加藤直前幹事より御説明させていただきます
ので、御審議の程よろしくお願い申し上げます。
＊神谷幸男君
結婚記念日のお祝い、素敵なお花ありがとうご

ンセミナーへ変更となり、古山会長・加藤支援プ
ログラム委員長が出席いたしました。

ニコニコボックス

《 就任挨拶・年次総会 》


