本日の行事予定 (2013 年 8 月 2 日)
第 2933 回例会
卓話担当：水野人志君
演
題：
「電力情勢について」

先回の記録（例会）
第 2932 回 ‘13 年 7 月 26 日（金）晴れ
卓話担当：猪飼充利君
講
師：日本プロゴルフ協会会員
中山宗義氏（桑名ＣＣ所属）
演
題：
「ゴルフボールの歴史と
クラシックスイング」
ストレッチ体操 水野人志君
ロータリーソング 「奉仕の理想」
ソングリーダー 八谷潤一君
会 員 総 数 67 名
7 月 5 日例会分訂正
出席免除会員 20 名
欠 席 会 員 9名
本日出席会員 53 名
MAKEUP 会 員 4 名
本日の出席率 79.10％
訂 正 出 席 率 100％
超 過 出 席 山田勝弘君、浅井彦治君、加藤則
之君、余郷利彦君、児玉昭君、吉田康裕君、松崎
安孝君（会員増強委員会）、鈴木吉男君、寺島淳
一君、浅井賢次君、安江正博君、三谷栄一君、浅
井彦治君、伊藤基君、加藤泰一郎君、河西あつ子
君、篠田廣君、野々山勝也君、山本達彦君、田中
正明君、服部貴君、山田勝弘君、八谷潤一君、余
郷利彦君（第 1 回役員理事委員長会議）、加藤則
之君、滝川林一君（交換学生受入説明会）、鈴木
吉男君、寺島淳一君、安江正博君、浅井彦治君（地
区ロータリー財団セミナー）、鈴木吉男君（第 1
回地区国際奉仕委員会）

鉄ニューグランドホテルで行われます。鈴木吉
男会長兼地区国際奉仕副委員長と三谷栄一国
際奉仕委員長が出席されます。
3、 本日、
「会員増強セミナー」
が名古屋国際センターで
開催されます。山田勝弘会
員増強委員長と私が出席
いたします。
4、 7 月 27 日(土)、今年度当ク
ラブが受入れる、カナダか
らの青少年交換留学生ジ
ェシー君のホストファミリーをお願いしてい
ます、名駅ＲＣの藤井圓隆(えんりゅう)さんのご
家族と、受入高校の津島東高校、橋本校長先生
と担任の竹地(たけち)先生が尾張津島天王祭に
おみえになります。新世代委員会がお迎えいた
します。
5、 7 月 27 日(土)、米山奨学生マルディス君に尾
張津島天王祭をご覧いただきます。山本達彦米
山奨学委員長と私がお迎えいたします。
6、 8 月のロータリーレートは 1 ドル 100 円です。
7、 本日例会終了後、臨時理事会を開催いたします。
該当の方はご出席お願いします。
以上です。よろしくお願いします。
ニコボックス報告 第 2932 回分
余郷利彦ニコボックス委員長
鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会
長、寺島淳一幹事 ①卓話講
師の中山宗義さんをお迎えし
て。②天王祭に米山奨学生マ
ルディス君と名駅ＲＣの藤井
圓隆(えんりゅう)さんの御家族、
津島東高校の橋本校長先生と
竹地(たけち)先生を招待します。
津島市国際交流協会の皆様に
お世話になります。
服部昭三君 会計監査を病室にて行いました。元
気ですのでみなさま遊びにおいでください。早く

幹事報告
寺島淳一幹事
1、 当クラブの米山記念奨学金の寄附金累計額が
皆様のご協力のおかげで 3000 万円達成となり
ました。今年度 11 月の地区大会にて表彰され
ます。
2、 本日、
「第 1 回地区国際奉仕委員長会議」が名
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出たいものです。
浅井賢次君 ①余郷さん始めニコボックスの皆様
ご苦労様です。②明日天王祭が無事盛大に行われ
ますように。③会場監督に皆さん協力して頂き有
難うございます。感謝して居ります。
浅井彦治君 ゴルフで優勝しました。
服部貴君 尾張津島天王祭の成功を祈念して！
余郷先輩いつもありがとうございます。また浅井
賢次さんには、いつもご迷惑をかけて申し訳あり
ません。そして台湾の林さんご家族 6 人が祭見物
へ急遽来ると連絡がありました。助けて下さい。
よろしくお願いします。
寺島淳一君 米山奨学生マルディス君を大嶽部屋
の打ち上げに連れて行きました。大変喜んでいま
した。本人いわく大砂嵐(おおすなあらし)は大変優し
い人だそうです。
矢田潔君、佐藤敬治君、高木輝和君、児玉昭君 住
田由純君、篠田廣君 中山プロをお迎えして。
伊藤哲朗君 本日、満 60 才の誕生日を迎えました。
水野憲雄君 ゴルフ会欠席、残念でした。浅井ゴ
ルフ幹事、すばらしい！ 優勝おめでとう。
山本達彦君 寺島幹事にお世話になりました。
吉田康裕君 天王祭を無事成功させます。
滝川林一君、稲垣宏高君 ごちそう様でした。
片岡鉄君 天王祭が無事盛大に終わりますように
……。
余郷利彦君、吉田康裕君、伊藤祥文君 明日は天
王祭です。成功を祈っております。
滝川林一君 孫娘が中山プロにお世話になってい
ます。
山田勝弘君、住田正幸君 篠田先生にお世話にな
りました。
山田勝弘君、伊藤哲朗君 宅見さんにお世話にな
りました。
八谷潤一君、服部貴君、加藤則之君、稲川明俊君、
開田広君、住田正幸君、高木輝和君、伊藤幸蔵君、
余郷利彦君 ウィークリーに写真が載りまして。
伊藤祥文君、佐藤栄一君、幅辰雄君、伊藤基君、
水野人志君、三谷栄一君、日比一昭君、河西あつ
子君、小林啓子君、相羽あつ子君 その他。

② ガッタ・パチャボール：19 世紀半ば、表面に
キズが付いたことにより、ボールがより飛ぶ
ことがわかるようになった。
（ディンプルの原
点）
③ ハスケルボール：糸巻きボールの原点。ゴム
芯に糸ゴムを巻きつけたボール。
スイングの形には 2 種類ある。
【ゴルフスイング】
ハリー・バートンが源流。スタンスが広く、横振
りになることにより、上半身の移動が必要だった。
以後下記２種類の流れになっている。
１．ボビージョーンズ(フィルミケルソン型)：下
半身を積極的に使うスイング
２．サム･スニード(タイガーウッズ型)：左サイド
に壁を作り、下半身を止めるスイング。

社会奉仕委員会
田中正明社会奉仕委員長
より、津島市立図書館に
寄贈した版画を紹介。例
会場で披露しました。

卓 話
卓話担当：猪飼充利君
講
師：日本プロゴルフ協会会員
中山宗義氏（桑名ＣＣ所属）
演
題：
「ゴルフボールの歴史と
クラシックスイング」
ゴルフの歴史を語る際、ゴルフボールとゴルフ
クラブには、それぞれ密接な関係があり、それに
基づきゴルフスイングの形が形成されてきた。
【ゴルフボール】
① フェザリーボール：ゴルフボールの原点。15
世紀の半ば、牛皮にガチョウの羽毛を詰め込
み、縫い合わせたボール。

猿猴庵「津島朝祭」
↓

その他
国際交流協会が、姉妹都市ハーキュリーズ
の皆さんを天王祭にお招きしました。

鈴木吉男会長 伊藤哲朗副会長

横井知代君
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とても素晴ら
しい祭ですね

米山奨学生のマルディス君を尾張津島天王祭にお招きしました。津島市国際
交流協会のご協力をいただき、桟敷の一角をお借りしてロータリアンと交流
したり、観光船に乗せてもらったりしました。

黒田清輝“湖畔”
マルディス君と鈴木吉男会長、
山本達彦米山奨学委員長、寺島淳一幹事

このポーズ、どっかで見たことあるなぁ…。
今、嫁と桟敷に
おるんだけど…

いい写真撮れたら、
facebook 見てね
！

まだ飲み足
らんわ…

八谷潤一親睦活動委員長夫妻
田中正明社会奉仕委員長

野々山勝也幹事エレクト
Phot by YAMAMOTO
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米山と新世代……、一緒
に観光船に乗せてもら
いました。

今年度の地区青少年交換事業として、津島
ＲＣがスポンサーとなり、成田浩規君をカ
ナダに派遣し、カナダからの交換留学生
Jessie を受け入れます。Jessie の受入校・津
島東高校の先生や、ホストファミリー関係
の方もおいでくださいました。
(奥から）Jessie のホストファミリー藤井圓隆氏
(名古屋名駅ＲＣ)とご家族の皆さん、加藤則之
新世代委員長、横井知代地区青少年交換委員、
橋本敏弘県立津島東高等学校長、山本達彦米山
奨学委員長、マルディス君。 （Phot by K.SATO）

お世話に
なります。

一番右側が県立津島東高校の橋本敏弘校長
先生、
前列右側が東高校で Jessie を担当する
竹地尚美先生。
（Phot by K.SATO）
Jessie のホストファミリーをお願いする
藤井圓隆夫人、伊藤哲朗副会長と、藤井
家の関係の方々。

次回例会
第 2934 回 ’13 年 8 月 9 日（金）
卓話担当：古川弘一君
演
題：「8 月 15 日を迎えて」

台湾から林錫卿夫妻と 4 人のお孫さんが天
王祭においでになりました。浴衣を着て津
島神社へ。三谷栄一国際奉仕委員長らが、
リニア鉄道館等へもご案内しました。

お知らせ
■休会
8 月 16 日（金）（定款 6-1）
■事務局夏季休暇
8 月 12 日（月）～16 日(金)

（Phot by HATTORI）
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