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　健康法って事でもないです
けど、昔から野菜をあまり好
きじゃなくて食べなかったん
ですけど、2年前から家で野
菜を作るようになって食べる
ようになりました！
　自分で作った野菜は美味し
いです！　今はトマト、きゅう
り、ピーマンですけど、来年は
3種類くらい増やす予定です！
野菜を作ると家での食生活が
変わるので、健康になると思
います！

心身とも健康に！　
　健康は、心身が共に健やかであることが第一です。そのためには、
先ず、体づくりをしなければと思いスポーツジム通いを始めました。
もう通い始めて20年近くになります。ジョギングを主に、余り無理を
せず有酸素運動の範囲内で行うようにしています。月間目標の走行
距離は100km以上を、そして筋トレは毎回10種目を目標に励んでい
ます。ジョギングの効果は、私が話すまでもなく数々の効果が期待で
きます。第二の心臓と言われるふくらはぎ（下腿三頭筋）を鍛え、腕を
振ることで胸郭筋や肋間筋を鍛えますので知らないうちに筋力が付
いてきます。お陰で筋肉量の改善や体脂肪量が減少してきました。

　もう一つは、音楽鑑賞です。音楽はリラクゼーション効果もたらしてくれて感情や知
覚を活性化させてくれます。活動した後の一
時の音楽鑑賞は、安らぎと共に明日への活
力に繋げてくれます。そんな思いで20年前
にライブハウスを創設しました。心の癒しを
得るには最適です。これからも心身ともリフ
レッシュし、いつまでも若さが保てるよう前
向きに、そして、スローライフで過ごしたいと
思っております。



司会進行   荒井幹広中津川センターRC幹事
  1. 開会点鐘      堀 正勝中津川センターRC会長
  2. Rotary Song 斉唱  国歌・奉仕の理想
  3. ゲスト紹介  堀 正勝中津川センターRC会長
　   RI第2630地区　  　　　 高橋伸治ガバナー
                 〃　　　　      山岡利安地区代表幹事 
                 〃　　　　　　　 上松泰歳地区幹事                  
　   岐阜東濃グループ  佐藤円一郎ガバナー補佐
  4. ガバナー補佐挨拶  佐藤円一郎ガバナー補佐
  5. 地区委員出向者紹介  佐藤円一郎ガバナー補佐
　    青少年奉仕委員会委員          佐々木元司（恵那）
      ロータリー財団委員会（グローバル補助金・VTT   
　　担当グループ）委員     　　波多野一夫（中津川）
  6. 会長の時間

      堀 正勝中津川センタ-RC会長 
古山紀昭恵那RC会長 
酒井康孝中津川RC会長

  7. 各クラブ出席報告                             （3RC担当者）
　   スマイル、ニコボックス発表（中津川センター担当者）
 8. ガバナー卓話　　　　    高橋伸治ガバナー
  9. ガバナーへ記念品贈呈

佐藤円一郎ガバナー補佐
10. 閉会点鐘      堀 正勝中津川センターRC会長 

本日のプログラム

ガバナー公式訪問 3RC 合同例会

幹事報告

【来信】
青森県大雨災害支援金協力のお願い（ガバナー事務所）
世界ポリオデーフォトコンテストのご案内、世界ポ
リオデー 2022 ポリオ根絶啓蒙動画 素材ご提
供のお願い（ガバナー会）
9月度の友事務所運営について（ロータリーの友事務所）
基本的教育と識字率向上月間 リソースのご案内（RI
日本事務局）
ロータリー文庫決算報告・予算書（R文庫運営委員会）
【8月度理事会報告】
①8/30夜間例会 について(管理運営委員会担当)
　→開催中止(承認)
②9/5ガバナー公式訪問3RC合同例会について
　→会場での昼食は中止、お持ち帰り (承認)
③9/11家族会について
　→予定通り開催 (承認)
④10/25愛知長久手RC・恵那RC合同ゴルフコン
　ペ・合同夜間例会について　
　→恵那峡CC(ゴルフ)・恵那銀の森(例会)(承認)
⑤9・10月スケジュール (承認)　　

ガバナー紹介

高橋伸治ガバナー（岐阜RC）
生年月日   昭和27年（1952年）9月3日
職　　業   髙橋金属株式会社    
                         代表取締役社長
公　　職   岐阜商工会議所　常議員
　　　　  社団法人岐阜北法人会　監事
                    岐阜流通センター協同組合連合会　会長
         　     　協同組合岐阜総合卸センター　理事長
　　　　    岐阜県中小企業団体中央会　理事
　　　　   学校法人聖マリア女学院　理事
ロータリー歴   1999年  　    岐阜RC 入会
　　　　   2004～08年   地区国際青少年交換委員
　　　　   2008～09年   地区幹事
                     2010～11年   岐阜RC幹事
                    2016～17年   岐阜RC会長

○
○

○
○

○

                     2020～21年   ガバナーノミニー
                    2021～22年   ガバナーエレクト
                    ベネファクター　P.H.F（マルチプル）
　                米山功労者

会　場：パルティールプラス
【会長幹事懇談会】10 : 45 ～ 11 : 45  フレスカ
出席者：ガバナー・地区代表幹事・地区幹事
　　　  ガバナー補佐・ 各クラブ会長・幹事
【例会】12 : 30 ～ 13 : 30  ラヴィアン 【2022年9月】

  6日（火）移動例会　6日→5日
11日（日）家族会    澄ヶ瀬やな
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 古山享嗣日本気象協会元常務理事 
　 　            理事会
【2022年10月】
  4日（火）祝福 卓話  岩木隆義恵那高等学校長
11日（火）祝日のある週のため休会
18日（火）卓話  山本好作恵那商工会議所会頭  理事会
22日（土）地区大会   長良川国際会議場
25日（火）愛知長久手RC・恵那RC
　　　　　　会長杯合同ゴルフコンペ   恵那峡CC
　　　　　　  合同夜間例会   恵那銀の森

例会・事業活動のスケジュール

委員会報告

○
管理運営委員会
9月11日(日）家族会『澄ヶ瀬やな』は、恵那商工会
議所 10：00、恵那駅交番前 10：05出発。ご参加の
皆様よろしくお願いいたします。



〇中学生と恵那市の未来を語る会（令和4年7月）
（６） この秋の催し
〇山城サミット恵那大会（令和4年10月22日・23日）
〇FORUM8 RallyJapan2022（令和4年11月10日～13日）

中津川センター
土岐
多治見リバーサイド
多治見
多治見西
中津川
瑞浪 9/16 休会

9/8•15•10/6•27移動 9/22 休会
9/29移動 9/22休会
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8・9月の他クラブ移動例会開催日程
9/12 移動  9/19 休会
9/12 移動  9/19 休会
9/27 移動  

＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
恵那市長 小坂喬峰さんの来訪を歓迎します。当
クラブの名誉会員になって頂いておりますが、ホ
ーム例会で卓話をして頂くのは初めてかと思いま
す。コロナが収まらない中、来て頂き有難うござ
います。本日は目一杯、恵那市の思いを語って頂
ける様、宜しくお願い致します。
＊渡辺敏夫君
誕生日のお祝いありがとうございます。「孫から
のプレゼント」7月29日孫が保育園で貰って来ま
した。10人同じ屋根野下孤軍奮闘頑張ってきま
したが、8月2日ついに陽性反応！10日間の長い夏
休みの始まりです。熱も上がらず、2日間軽い筋
肉痛があった程度の軽症で終わりました。ワクチ
ン接種4回が効いたと思います。皆様も気をつけ
て下さいネ!
＊山本好作君
小坂恵那市長さんのご来訪を歓迎します。「明る
い恵那市の未来」を託します。
＊阿部伸一郎君
小坂市長のお越しを歓迎致します。卓話楽しみ
にしております。
＊佐々木元司君
本日は61年前の恵那ロータリークラブ設立時の
名誉会員だった恵那市長 長谷川東蔵さん以来
の小坂名誉会員のお話を楽しみにしています。
小坂市長よろしくお願いいたします。

ニコニコボックス

7月理事会報告、今後のスケジュールについて話
されました。

『恵那市の現状と未来について』
小坂喬峰恵那市長

（１）新型コロナウイルス
〇恵那市内感染者数　1,238人（8/21まで）
〇恵那市ワクチン接種状況
　 91.9％（1回目） 91.6％（2回目） 77.1％(3回目）
（２）リニア開通に向けて
〇中央新幹線長島トンネル新設安全祈願式（令和
　 4年6月）
〇瑞浪恵那道路整備状況
　上切地区道路建設工事市道182号線（令和2年）
　中切地区道路建設工事市道147号線（令和3年）
〇新丸山ダム整備状況（令和4年8月）
〇恵那西工業団地安全祈願祭（令和3年12月）
（３） 観光・まちづくり
〇正家第二土地整備事業（令和3年2月）
〇中山道明治天皇大井行在所リニューアルオ
　ープン（令和3年4月）
〇まちなか巡回バス出発式（令和4年6月）
〇根の上アウトドアパーク恵那保古グランピ
　ングオープン（令和4年6月）
〇キャンプ場リニューアルオープン
   ささゆりの湯オートキャンプ場（平成30年4月）
    飯地高原自然テント村（令和元年4月）
〇道の駅リニューアルオープン
   道の駅上矢作ラ･フォーレ福寿の里（令和元年10月）
   道の駅そばの郷らっせぃみさと（令和3年3月）
   道の駅おばあちゃん市・山岡（令和4年4月）
〇かんぽの宿恵那活用検討委員会最終報告（令和
　 4年3月）
（４） 教育・スポーツ
〇GIGAスクールタブレット配布（令和2年11月～）
〇遠隔交流教室整備（令和4年2月）
〇こども園 / 小学校 / 中学校エアコン整備・トイ
　レ洋式（令和4年度完了）
〇ポーランドカヌーチームオリンピック事前
キャンプ・記念碑設置式典（令和4年7月）
（５） 持続可能なまちづくり
〇資源回収拠点開所式（令和元年11月）
〇ゼロカーボンシティえな宣言（令和4年3月）
〇SDGs講演会（令和4年3月）
〇恵那電力株式会社設立（令和3年4月）
〇「SDGs未来都市」「自治体SDGsモデル事業」選
　定（令和4年5月）

8 月 23 日会長の時間

8月 23 日卓話


