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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. ゲスト紹介                                  
　  岐阜県立恵那高等学校　校長　岩木隆義様
  4. 祝福・ニコニコ発表
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額    44,000円
　　　　　　       □ 前年度累計額  221,000円

  5. 昼食
  6. 会長の時間
  7. 指名委員の委嘱
  8. 幹事報告・委員会報告
  9. 会員の広場
10. 卓話 『コロナ禍を通しての恵那高校の現状』 
　　　　　　　　　　　　　　　  岩木隆義様
11. 閉会点鐘                                      古山紀昭会長

本日のプログラム

　今年の3月に、いつも散歩をしてい
た16年10ヶ月連れ添った愛犬が亡く
なりまして、朝、散歩することもなくな
り思い出ばかりが心に残って何もし
たくなくなりましたが、思い出の散歩
コースからウォーキングを梅雨明け
の6月27日から始めることにしました。
　当時は2㎞ぐらいの散歩コースでし
たが、8月からは5～5.5㎞を思い出と
共にウォーキングし続けています。コ
ースも5コースぐらい変化をつけなが
ら変えてきましたが、今のコースが一
番お気に入りです。　
　写真は、ウォーキングの格好と現在
のコースです。最近の朝はだいぶ冷
え込んできましたので、着るものを新
調したいと思います。



ポリオ根絶に向けた募金活動へのご協力のお願
いについて（別紙参照）
【9月度理事会報告】
①9/11移動例会『澄ヶ瀬やな』決算報告書 (承認)
②青森県大雨災害支援金協力について
　500円×49名　24,500円 送金 (承認)
③10/22地区大会について
　恵那商工会議所10時出発　恵那到着後懇親会
　開催（場所は後日案内） (承認)
④10/25愛知長久手・恵那RC合同会長杯ゴルフ/  
　夜間例会について
　会長杯ゴルフコンペ　恵那峡CC 8：30集合
　合同夜間例会　銀の森 18：30点鐘 (承認)
    送迎バス　商工会議所 17：55　恵那駅 18：00
⑤11/16『恵那特別支援学校訪問』について
    恵那商工会議所駐車場 10:15集合（参加人数         
　により、乗り合わせまたはバス手配）
　山内久美子校長先生卓話・学校見学・ 記念品   
　贈呈（バランス・足裏感覚トレーニング器具・け
　ん引式車いす補助装置）  鳥兵にて昼食、解散
⑥次々年度会長選考委員会について
　次々年度会長選考委員会はパスト会長3名・会
　長・会長エレクトの5名。(承認)
⑦10・11月スケジュール（承認）

ゲスト紹介

岐阜県立恵那高等学校          校長　岩木 隆義様
中津川市加子母　出身
昭和56年3月恵那高等学校理数科 卒業
昭和60  年3月筑波大学第一学群自然学類 卒業
昭和  60  年４月 岐阜県教員（高校 数学）に採用
平成 28 年～　華陽フロンティア高等学校 教頭
平成 30 年～　中津高等学校   副校長
令和元 年～    羽島高等学校 校長
令和 3 年～　恵那高等学校 校長（現在）

○

幹事報告

【2022年10月】
11日（火）祝日のある週のため休会
18日（火）卓話  恵那商工会議所会頭  山本好作様   
　　　　 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
【2022年11月】
  1日（火）祝日のある週のため休会
  5日（土）R財団（補助金管理）研修セミナー  岐阜GH
  7日（月）第2回会長幹事地区委員出向者合同会議
  8日（火）卓話  岐阜県議会議員  水野正敏様   　
　　　 　理事会
12日（土）職業奉仕委員会研修セミナー 岐阜GH
15日（火）例会変更　15日→16日
16日（水）移動例会『恵那特別支援学校訪問』
22日（火）祝日のある週のため休会
23日（水祝）インターシティミーティング（IM）
                     セラミックパークMINO 14:00点鐘
26日（土）D.E.I会議  都ホテル岐阜長良川
29日（火）夜間例会 SORA 18:30点鐘

例会・事業活動のスケジュール



完全に忘れていたので、かなり気まずい1日にな
りました。
＊神谷幸男君
妻の誕生日の祝福と素敵なお花ありがとうござ
いました。
＊市川康夫君
古山享嗣さん、ロータリーへようこそ！
享嗣さんは私の弟と同級生で、小学校時代、家に
たびたび来られた時に、私も一緒に遊んでもらい
ました。当時は、享嗣さんのことを「きょうたん」
という愛称で呼んでいた記憶があります。
今日はお話を聞けるということで大変楽しみにし
ておりました。もし、時間があれば、何十年も前
の新聞の東濃版に出た「恵那地方の霧の研究」
についても質問をさせていただきたかったので
すが、あいにく都合が悪く欠席いたします。また
お会いできるのを楽しみにしています。
＊小栗弘晃君
大変遅くなりましたが、前会長 脇田君、役員の皆
さん一年間ご苦労様でした。古山会長、役員の皆
様一年間、宜しくお願いします。久しぶりの出席
ですが、よろしくお願いします。誕生日の祝福、あ
りがとうございました。
＊阿部伸一郎君
皆様から絶大なるご支援頂きました。お陰で今
年の「みのじのみのり祭」も無事終了致しました
。三年ぶりの開催でしたが、これまで以上の人の
出となりましたこと嬉しく思います。また本日『
私の健康法』をお話させて頂きます。
＊西尾文和君
本日は、日本気象協会の古山享嗣様の「恵那の
大地の歴史」卓話を期待して居ります。宜しくお
願いいたします。
＊足立和人君
『私の健康法』に載せていただき、ありがとうご
ざいました。今日早退します。
＊家田　博君
『私の健康法』に掲載いただき、ありがとうござ
います。

＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
澄ヶ瀬のやな家族会にご参加頂き、ありがとうご
ざいました。設営いただきた管理運営委員会、樋
口委員長、ご苦労様でした。美味しい鮎を食べな
がら、楽しい時間を過ごすことができました。
本日は、卓話に一般財団法人  日本気象協会 評
議員 古山享嗣さんに来て頂きました。なかなか
聞けない話を期待しております。よろしくお願い
致します。
＊渡邉大作君
誕生日祝いありがとうございました。
9月22日で77歳になり、まだまだガンバリます。
＊大宮貴之君
誕生日と結婚記念日のお祝をいただき、ありがと
うございました。
記念日当日に妻からお花届いているよと言われ、
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10・11月の他クラブ移動例会開催日程

10/17 移動  10/10•31 休会
11/7•28 移動  10/10•31•11/21 休会

10/25 移動  

『恵那の大地の歴史』
（一財）日本気象協会元常務理事　 古山享嗣様
複雑でおもしろい恵那の大地。恵那全体がま
さに大地の歴史の宝庫であり、このようなこ
とが観光に使われると非常によいのではない
でしょうかと卓話をいただきました。

9 月 27 日卓話

奉仕プロジェクト委員会
本日、11月16日(水）開催、移動例会『恵那特別支
援学校訪問』の移動例会ご案内を配布いたしま
奉した。多数のご参加をお待ちしております。

委員会報告

○


