
私の健康法

2022-2023年度 国際ロータリーテーマ

reconstruct ー再構築ー

会 長 /古山 紀昭　 幹 事 / 大野 幸泰

市 川 康 夫

市 之 瀬 隆

第2743回 /  2022年11月8日

『腸活』
　日本を代表するスーパーフード『納豆』　365日とまでも言え
ないですが・・・海外出張時も現地に持ち込んでまでほぼ毎日1
パックの納豆を食べるようにしています。
　納豆に含まれる『ナットウキナーゼ』は、納豆のネバネバのも
ととなる納豆菌に含まれる酵素です。ナットウキナーゼには、血

管につくられる血栓を溶かしやすくする働きがあり、脳梗塞や心筋梗塞などの血栓症
を予防する効果があります。また納豆には、納豆菌のほかにも免疫機能を向上させる
成分が含まれていると言われており、健康の維持、老化や病気の予防、感染から身体
を守る、抗体をつくる。これらすべてが「免疫力」の役割です。
　例えば、細菌・ウイルスなど異物が身体に入り込んで風邪やインフルエンザなどに
感染します。このとき免疫が活発に働けば、異物を排除して病気にならなかったり、症
状が出てもすぐに治るというわけです。逆に免疫力が低下していると、病気にかかり
やすく、治りにくいのです。
　まだまだ調べれば調べるほど多くの機能を持つ日本のスーパーフード『納豆』　3
パック100円くらいで購入出来ますし、毎日食べても飽きの来ない味、気軽に出来る
健康法だと思います。毎年季節の変わり目に体調を崩す事が多かったですが、おかげ
さまで、納豆を食べる習慣を始めてから、今ではほぼ風邪をひくことが少なくなり、か
かりつけ病院の医院長とは疎遠の関係となりつつあります。

私の健康法を、思いつくままに挙げてみます。
（書いてある効果は私の感想であって、効能を保証するものでは
ありません。）
1．ウォーキング（身体活性化）
　    私の年齢相応に、一日５千歩～8千歩のゆるい目標。
2．腕立て伏せとスクワット（筋力増強）
　  それぞれ一日50回。必達の目標。できない場合は翌日繰越。
3．ストレッチ（関節の柔軟性）
　 最近わけあって、脚ブラブラ、股関節あぐらストレッチを重点 
　    的にYouTubeを見ながら行っています。
4．ごぼう茶（内臓を温めるため）
　   私がごぼう茶に加えて飲んでいるもの。
　  ①にがり（または天然塩）②ジンジャー（生
　  姜）③ひはつ（ロングペッパー）
5．炭酸水（皮膚、白髪の活性化）
　 （自前の）炭酸水を入れたペットボトルを、入  
　　浴前に浴槽に入れ、温めておきます。入浴中 
　　に、炭酸水を頭髪から顔にかけ、軽くマッサ 
　   ージします。



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                                  
　  岐阜県議会議員 　       　　　　 水野正敏様
  4. 祝福・ニコニコ発表
　  ニコニコ金額   □ 前回の投函額     53,000円
　　　　　　　　 □ 前年度累計額  324,000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 『 岐阜県政と地域の課題』    水野正敏様
  9. 閉会点鐘                                       古山紀昭会長

本日のプログラム

【2022年11月】
12日（土）職業奉仕委員会研修セミナー 岐阜GH 13:00
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』10:30
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 13:00
29日（火）夜間例会 SORA 18:30点鐘
30日（水）ガバナー杯チャリティーゴルフ予選会
　　　　 愛岐カントリークラブ　8:49スタート
【2022年12月】
  6日（火）祝福　年次総会
13日（火）卓話 長国寺住職 小島現由様   　 理事会
19日（月）忘年夜間例会 ニューウェーブ 18:30
20日（火）例会変更　20日→19日
27日（火）特別休会

例会・事業活動のスケジュール

ゲスト紹介
岐阜県議会議員　　　　　　　　  水野正敏様
昭和 33 年　山岡町生まれ
昭和 56 年～平成   2 年　古屋享　秘書
平成   2  年～平成 19 年　古屋圭司　秘書
平成 19 年 4月　岐阜県議会選挙で初当選
平成 31年 3月　4期目当選
令和 元 年 5 月　岐阜県議会副議長就任

委員会報告

幹事報告
11月7日（月）メゾンドゥジャルダンにて『会長幹
事地区委員出向者会議』が開催されました。
本日例会終了後、理事会を開催いたします。
【来信】
2025-26年度ガバナー候補者の推薦（ガバナー事務所）
【10月度理事会報告】
①9/5ガバナー公式訪問3ＲＣ合同例会収支報告  (承認)
②新会員 可知久美子君について (承認)
③忘年例会日程12/20→12/19変更について
　ニューウェーブにてジャズ演奏 (承認)
④細則改正について
　細則第5条第2節（年会費）・細則10条（準会員）  
　について(理事会承認) → 年次総会へ上程
⑤11・12月スケジュール (承認)　 (承認)　
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○

○

○

○

○

管理運営委員会
10月25日（火）愛知長久手RCとの会長ゴルフコン
ペ（恵那峡CC）・合同夜間例会（銀の森）にて開催
いたしました。
支援プログラム委員会
11月5日(土）岐阜グランドホテルにてR財団（補助
金管理）研修セミナー開催。加藤支援プログラム
委員長が出席いたしました。
奉仕プロジェクト委員会
来週16日（水）移動例会『恵那特別支援学校訪
問』の注意事項について

10 月 18 日卓話

10 月 18 日会長の時間

『スーツのサイズ』について話しました。

 『思いつくままに』 　　　　　　   山本好作君
　家業・創業のあゆみ、今後カー
ボンニュートラルが進む方向に
どのように対応するか、創業以
来、企業としてのスタンス（大
事にしていること）、会長とし

ての自身の在り方話についてお話いただきま
した。



す。宜しくお願いします。
＊渡辺敏夫君
早退します。
【10月25日ニコニコ】
＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
愛知長久手ロータリークラブの皆さん、歓迎
します。再会することができ、嬉しく思いま
す。今夜は、楽しく語り合いましょう！
＊佐野幸久君
人生初めての100切りが出来ました。神谷会
長、髙木エレクト、井口さん、メンバーに恵
まれました。いい思い出になります。

【10月18日ニコニコ】
＊会長 古山紀昭君 / 副会長 柘植典之君 / 幹事 
大野幸泰君
本日のWeeklyの例会・事業活動のスケジュー
ルの通り、これから行事がたくさんあります。
本日の卓話には、今月末に恵那商工会議所 会
頭を勇退される山本好作様にお願い致しまし
た。宜しくお願い致します。
＊柘植典之君
誕生日のお祝い有難うございました。前回欠
席してしまいましたので本日のお礼になって
しまいました。
＊市之瀬隆君
お誕生日のお祝いありがとうございました。
＊渡辺敏夫君
10月10日クラブより花束が届き、和ませて頂
きました。45年もお世話になってます。感謝!!
＊阿部伸一郎君
結婚記念日のお花ありがとうございました。
本日、所要のため13時28分の名古屋行の電車
に乗らねばなりません。出発5分前まで山本会
頭の卓話を聞いて、ダッシュで駅まで駆け付
けます。最後まで聞けず残念ですが、お許し
ください。
＊市川康夫君
先々週は、皆出席の表彰をいただき、有難うご
ざいました。
＊山本好作君
本日は卓話をさせていただきます。よろしく
お願いします。
＊伊藤孝行君
本日『私の健康法』を発表させていただきま

ニコニコボックス

2022-2023　愛知長久手 RC・恵那 RC合同夜間例会　恵那銀の森　2022.10.25

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
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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

会長幹事地区出向者合同会議



2022-2023　愛知長久手 RC・恵那 RC合同ゴルフコンペ　恵那峡 CC　2022.10.25


