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　今から約15年前、40歳を前に体力の低下を感じ、学生時代にやっていたテニスを
17年ぶりに再び開始しました。開始当初は自分がイメージする学生当時のテニスと

は程遠く、技術は勿論ですが、それ以上に身体が動
かない（走れない）ことにショックを受けました。
以降、週1回近所のテニススクールに通い15年にな
りますが、やはり続けることに意味はあるようで、体
力面は勿論、体調も良くなり、体重も20歳の頃と比べ
て＋2～3kg程度に抑えられており、スーツも社会人
当初からサイズ変更することなく着用できています。
　この3月からは恵那でも週1回テニススクールに通
い始め、週2回テニスを楽しんでいますが、やはり年
齢には逆らえず、肘、膝、足首、常にどこかを痛めサポ
ーターを着用、整形外科に通いながら続けている状
況です。テニスは、ゴルフ同様、歳をとっても続けられ
るスポーツであり、体力の維持向上のほか、ストレス
発散（気分転換）にも効果的であり、心身ともに健康
を維持できるよう、今後も無理しない程度に続けて
いきたいと思います。

　今回この話を伺って色々考えました。
「健康法」？・・・何もやってないのです！
でも学生時代から体重はもとより、体型も変わってないのです。
（体重52kg ・ 服のサイズ S ）
ただし、髪の毛が年々淋しくはなってます。
あまりストレスを感じる性格ではないので、そのあたりが良いのか、悪いのか？
数年前より、夜食はサラダを中心にして腹八分目を気をつけてはいます。
　皆様のお役に立てず、すいません。
「好きな事、好きな仕事を好きなだけ」「ストレスを感じない」　私の健康法です。

岐阜

恵那



司会進行　大野幸泰幹事
  1. 開会点鐘　　　　　  　　　   古山紀昭会長
  2. Rotary Song 斉唱  国歌・我等の生業
  3. 祝福・ニコニコ発表
　  ニコニコ金額  □ 前回の投函額      50,000円
　　　　        　　 □ 前年度累計額   271,000円
  4. 会長の時間
  5. 幹事報告・委員会報告
  6. 会員の広場
  7.  卓話  『思いつくままに』　   　     山本好作君
  8. 閉会点鐘                                       古山紀昭会長

本日のプログラム

【2022年10月】
22日（土）地区大会 長良川国際会議場13:20点鐘
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

○
○ ○

○

○

管理運営委員会
次回10月25日（火）は『愛知長久手RC・恵那RC会
長杯ゴルフコンペ・合同夜間例会』を開催。
【会長杯ゴルフコンペ】
 日時  2022年10月25日（火） 8：30集合
 場所  恵那峡カントリークラブ
【合同夜間例会】
 日時  2022年10月25日（火） 18：30点鐘
  場所  恵那銀の森
 送迎 恵那商工会議所 17：55→  恵那駅 18：00 

幹事報告

本日例会終了後、理事会を開催します。
10月22日（土）長良川国際会議場にて『地区大
会』開催。恵那商工会議所10：00、恵那駅交番前
10：05出発です。ご出席の皆様よろしくお願い
いたします。
《地区大会 出席予定者》
古山紀昭会長 ・ 柘植典之副会長
髙木良直会長エレクト ・ 脇田誠直前会長
大野幸泰幹事 ・ 纐纈雅治会計
西山隆志クラブ広報委員長
樋口義成管理運営委員長
井手基晴奉仕プロジェクト委員長
高樋雅貴子新会員

委員会報告

ポリオ根絶に向けた募金箱設置に7名の会員（18
箇所）にご協力いただきます。よろしくお願いい
たします。
【来信】
《ガバナーノミニー決定宣言》
2024-25年度国際ロータリー第2630地区ガバ
ナーノミニーの選出について （ガバナー事務所）
地区指名委員会において、亀井喜久雄君（名張
RC所属）が指名されました。また、対立候補
者がなく、国際ロータリー細則 12.020.（ガバ
ナーの選出手続）に基づき、同君を2024－25
年度ガバナーノミニーと決定し、ここに宣言
いたします。
  2024-25 年度ガバナーノミニー
　  名張ロータリークラブ    
 　　        亀井喜久雄
《プロフィール》
　生年月日 1954 年 12 月 11 日
　所属クラブ　名張ロータリークラブ
　職業分類　石油販売
《略歴》
　1977 年　   関西大学工学部 卒業
　1981 年　   ㈱亀井商事設立 代表取締役就任
　2015 年　   藍綬褒章 受章
《公職》
　2002 年　   三重県石油商業組合 理事長
　2004 年　   全国石油商業組合連合会 理事
　2022 年　   名張商工会議所 会頭
《ロータリー歴》
　1995 年　   名張ロータリークラブ入会
　2017-18 年 名張ロータリークラブ会長
　2022 年　  名張RC創立60周年記念事業実行
　　　　　　委員長
　　　マルチブル・ポール・ハリス・フェロー

10 月 4日会長の時間

『メニエールは鍼灸で』について話しました。



八苦の一年です。一年間頑張ります。
＊高樋雅貴子君
結婚記念日と誕生日のお祝いありがとうござ
ます。さらに、恵那市観光大使をされておら
れる伊藤一樹さんの個展へはぜひご来場いた
だけます様、宜しくお願い致します。
＊山田佳正君
誕生日と結婚記念日の祝福ありがとうござい
ました。これからも夫婦仲良く過します。
＊井口享久君
本日、『私の健康法』の掲載と誕生日の祝福、
ありがとうございます。朝、奥さんに何歳に
なるの？と聞かれたので、誕生日を覚えてく
れたことに嬉しく感じました。仕事にて早退
いたします。
＊山本好作君
妻の誕生日をいつも思い出させて下さって、
ありがとうございます。10月26日いくつにな
るかは申しません。
＊髙木良直君
会報を見るまで忘れていました。今日出席し
て良かった！ありがとうございました。
＊西尾文和君
私の妻の誕生日の祝福に美しいお花をいただ
き、ありがとうございます。〇〇十年私は花
のプレゼントはして居りません。ロータリー
のおかげです。
＊大宮貴之君
妻の誕生日のお祝いをありがとうございます
。これでまた、妻のご機嫌がとれ、しばらくは
家庭が安泰そうでなによりです。
＊箕浦壮志君
妻の誕生日の花束ありがとうございました。
＊佐々木元司君
岩木校長  本日はありがとうございます。高校
時代品行も成績も大きく差のあった古山会長
のお誘いをお引き下さいましたこと、同級生
の一人として御礼申し上げます。
＊渡辺敏夫君
早退します。

＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
ようやく本日から通常例会に戻ります。席もグル
ープ席になりますので、顔を合せて食事ができま
す。例会を楽しめるよう、運営していきますので
宜しくお願い致します。
本日卓話者に恵那高等学校長 岩木隆義様に来
て頂きました。歓迎致します。
コロナ禍の中、生徒の高校生活がどれだけ変わ
ってしまい、どう取組んできたのか、今の高校の
状態がとても気になります。楽しみにしてますの
で、宜しくお願い致します。
＊山田　浩君
15年皆出席ありがとうございます。
＊井手基晴君
お誕生日のお祝いありがとうございました。
今年で49歳になります。49歳なので今年は四苦

ニコニコボックス

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

10/27 移動
11/18 移動
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10・11月の他クラブ移動例会開催日程

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

10/25 移動  

11/3•17•24 移動

 『コロナ禍を通しての恵那高校の現状』 
岐阜県立恵那高等学校　校長　岩木隆義様

　600人のうち400人の PCR 検査を実施。1・2
年生を中心に集団感染したが、その後落ち着
きを取り戻す。様々な感染対策を継続してい
るが、学校行事への影響は大変大きい。
　文化祭・体育祭（城陵祭）、今年の文化祭はな
んとか実施できたが、体育祭は3年連続の中止。
1年～3年生の在学生は誰も体育祭を知らずに
終わる状況。全校集会は一度も行っておらず、
集会はすべてオンライン等。
　コロナ禍で急速に進んだのは学校の ICT 化。
県立高校の教室の黒板はすべてホワイトボー
ドへ。プロジェクター・Wi-Fi・スピーカー等、
生徒1人ずつにタブレットを貸与。生徒が作成
したプレゼン発表等、大きく様変わりをした
ことをお話いただきました。

10 月 4日卓話


