
     

 

- 1 - 

第 2994 回例会                                                               

本日の行事予定 (2014 年 11 月 21 日) 

第 2994 回 
卓話担当：梶浦興蔵君 

講  師：名古屋国際センター 

語ろうマイスター ロン・ハー氏  

演  題：『ベトナムの歴史と文化』 

 
先回の記録（例会） 

第 2993 回 ’14 年 11 月 14 日（金）晴れ 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：プロゴルファー 中山宗義氏  

演  題：『加齢とゴルフ』 

ストレッチ体操 伊藤哲朗君 

ロータリーソング 「我等の生業」 

ソングリーダー  八谷潤一君 

会 員 総 数  67名   10月 24日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    11名 

本日出席会員  55名     MAKEUP会 員    10名 

本日の出席率 82.09％   訂正出席 率  100％ 

超 過 出 席 浅井賢次君、浅井彦治君、宅見康

悦君、幅辰雄君、服部貴君、野々山勝也君、伊藤

哲朗君（第 2回ＩＡＣ例会）、猪飼充利君（地区

社会奉仕委員長会議） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

女性の性欲は俗に「灰

になるまで」といって、

死ぬまであるといわれて

います。対して男性のほ

うは、年とともに枯れて

くる。そう信じている人

がいます。 

 だが、どうもそうでは

ないらしい。年をとれば、男性の性欲は枯れてく

るというのは俗説にすぎません。個人差はあるが、

いくつになっても、男はいい女性を求める気持ち

を失わない。そして、その気持ちが生きるエネル

ギーにつながっているのです。 

この年になって思うのは、「枯れた大人になる

な」ということ。性的な欲を持っている大人こそ、

真に魅力的な大人であるからです。 

 なかには「まったくいい年をして」といわれな

がらも、女性への関心を隠さない人が結構います。

そういう人と「もうダメだ。枯れてしまった」と

いう人を比べると、関心のある人間のほうが断然

若々しい。 

 最近アンチエイジングが流行っていますが、あ

れこれ苦労する必要なんかありません。異性への

関心を失わなければ、若さも精力も保てる。いつ

だって人間は、何かに夢中になっているときが輝

いている時なのです。 

 日本人には悪いクセがあって、年をとってくる

と、年相応に老け込むことを強要するようなとこ

ろがあります。だが、年相応といっても、時代に

よって変わってきます。昔は 60 歳といえば年寄

りだったが、今は壮年と変わらない扱いです。 

 70 代でもせいぜいが初老といったところで、

80 歳の声を聞いて初めて「老人」という言葉が

なじんできます。90代、100歳代でも、マラソン

や水泳、ゴルフなどで、若い者に負けない元気さ

を発揮する人がいくらでもいます。 

 一定の年齢になってから、一番していけないこ

とは、自らが暦年齢の年を意識して、それに合わ

せようとすることです。年による変化など人さま

ざまで、暦年齢で決めることなどできません。年

相応というのは、「あれをしてはいけない」「こ

れもダメ」という禁止事項を自ら課すようなこと

です。これをやるから本当に年寄りになってしま

います。 

 古来、年齢についてはいろいろなことがいわれて

きていますが、井上靖の次の言葉がいちばん適切

で普遍的であるように思います。「年齢というも

のには、元来意味はない。若い生活をしている者

は若い。老いた生活をしている者は老いている」 

 ただそれだけのことです。いくつになっても異

性への関心を持ち続けていれば、それにふさわし

い人生が送れる。それで十分ではないでしょうか。 
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ニコボックス報告 第 2993回分 

佐藤雅彦ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一

副会長、野々山勝也幹事 

卓話講師にプロゴルファ

ーの中山宗義氏をお迎え

して。 

安江正博会長 児玉昭君、 

本日の卓話宜しくお願い

します。中山プロよろし

くお願いします。 

児玉昭君 本日、卓話を

担当します。よろしくお願いします。 

高木輝和君、篠田廣君、矢田潔君、住田由純君、

猪飼充利君、吉田康裕君、住田正幸君 プロゴル

ファー中山宗義さんをお迎えして。 

高木輝和君 中山プロからバンカーの脱出法を

教えてもらいました。100発 100中です。 

服部貴君 台北東ＲＣの創立 51 周年に招待され

台湾へ行ってきました。そこで滬尾ＲＣのメンバ

ーに会ってきました。 

後藤務君 アメリカ家電メーカーのワールプー

ルから大きな仕事が決まりました。メキシコの工

場も順調に稼働すると思います。ラッキー!! 

浅井賢次君 ①久し振りに夜明け前から歩き始

め、今日は晴れ晴れしております。②安江会長に

珍しいお酒を見せて頂きました。また、住田正幸

君からいただいたの早速美味しく食べました。あ

りがとう。③高木さん、三谷さん、伊藤幸ちゃん

他、皆々様楽しんで行ってらっしゃい。 

浅井彦治君 ＲＣゴルフで優勝しました。 

篠田廣君 ＲＣゴルフで入賞しました。 

坂井裕君 彦ちゃん、篠田先生、昨日は楽しいゴ

ルフをありがとうございました。 

宇佐美三郎君 浅井彦治さん、ＲＣゴルフ優勝お

めでとうございます。 

余郷利彦君 月、火と家内を連れて善光寺参りに

行ってきました。 

住田由純君 パスト会長会議をお通夜で欠席し

て、ご迷惑をおかけしました。 

加藤則之君 ニコボックスの皆さん御苦労さま

です。 

伊藤雅昭君 佐藤さんと目があいました。 

山田勝弘君 バッジ忘れました。 

佐藤雅彦君 2週続けてバッジを忘れました。ス

イマセン。 

幅辰雄君、児玉昭君、小林啓子君 ウィークリー

に写真が載りまして 

河西あつ子君、杦田勝彦君、生田達一君、片岡鉄

君、横井知代君、相羽あつ子君 その他。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコボックス委員会の矢田潔君、伊藤幸蔵委員長、

杦田勝彦君、佐藤雅彦君 

 
卓 話 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：プロゴルファー 中山宗義氏  

演  題：『加齢とゴルフ』 

 

 

 

 

 

 

 

飛距離を出すための条件 

１）クラブ・ボールを考える 

２）筋肉を強くし、瞬発力をつける 

３）基礎体力をつけ、持久力をつける 

４）ストレッチをし、柔軟性を高める 

５）正しいスウィングをつくる 

 

１）クラブ・ボールを考える 

・クラブのシャフトを長くする 

・シャフトが軟らかくなるので、少し硬めに

する 

・ボールはグリーン上でよく止まる物でなく、

高弾道、低スピンとうたわれている物にす

る 

 

２）筋肉を強くし、瞬発力をつける 

・筋肉トレーニングをするときは、ゴルフは

重い物を動かす競技ではないので軽いウエ

イトでセット数を増やす 

  ・クラブを握るのに必要なのは「力」だが、

ボールを遠くへ飛ばすのに必要なヘッドス

ピードを出すには「パワー」が必要となる 

  ・パワーは「力」×「スピード」である 

 ・「力」には「時間」という概念が含まれて

いない 

 

３）基礎体力をつけ、持久力をつける 

  ・１Ｒ同じ条件でボールが打てる体力をつけ 

   る 
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  ・ゴルフは高度な知的作業能力が求められる

スポーツである 

  ・ラウンドの後半でも思考力が低下しないよ

うに心肺機能を高めるトレーニングをする 

  ・「合理的に歩く」ことを覚えれば持久力も

つき心肺機能も高まることになる 

 ・「合理的に歩く」は一定の心拍数で 20分～

40分、もしくはそれ以上歩くことである 

・トレーニング効果の上がる心拍数は（220

から自分の年齢を引いた数字）に 0.6 をか

けた数である。この心拍数を保ちながら 20

分以上歩くと効果が出ることが科学的に証

明されている 

 ・体脂肪がトレーニングにより減少していく

理論を知ること 

 

４）ストレッチをし、柔軟性を高める 

 ・関節、筋肉の柔軟性はスウィング中の体各

部の動きにゆとりができ、一つ一つの動作

が正確にできるようになり、より良いスウ

ィングがつくりやすくなる 

 

５）正しいスウィングをつくる 

  ◆ボールの飛ぶ原理を知る 

   ・ボールはインパクトエリアでのクラブヘ

ッドの動いた方向に飛ぶ 

   ・ボールの回転はインパクト時のヘッドの

動いている方向に対し、開いていれば右

回転がかかりスライスし、閉じていれば

左回転がかかりフックになる。また、ま

っすぐであればストレートになる 

   ・ボールはバックスピンがかかることでロ

フト通りに飛ぶ 

 

  ◆スウィング（動き）の原理を知る 

・ゴルフのスウィングは頭を頂点とし、両

足を結んだ線を底辺とした二等辺三角

形をフィニッシュまで崩さない回転運

動である 

・スィングはバックで振り上げられたクラ

ブを引き下ろす運動と、そのクラブを体

を回転させることで、左へ抜く回転運動

の二つの運動の組み合わせである 

・ヘッドスピードは引き下ろされたクラブ

が、体の回転運動によりできた遠心力に

乗ることでより早くなる 

・飛距離はヘッドがボールに当たった直後

の振り抜きスピードで決まる 

 

 ◆アドレス・トップ・フィニッシュ 

・アドレスは目標に対し、各部が正確に 

アドレスされているか 

・トップはバックで右へ向かった力が切 

り替えされ、左へ向かう力に変わる位置。 

   最も意識されて形作らねばならない 

・フィニッシュは全てが正しく動いた結 

果である。毎回正しいフィニッシュをつ

くりボールの行き先を見ているか確認

すべきである 

 

ゴルフは歩くことができれば 

高齢になってもできる唯一のスポーツです 

季節を感じながら、仲間と語り合いながら、 

これからもおおいにゴルフを楽しんでください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三谷栄一副会長 山本達彦 

次年度幹事 

鶴見治貞君 

余郷利彦君 

宅見康悦君 

住田正幸君 

後藤務君 

 久しぶりに写真
撮ってもらった
わ。ありがとね。 
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次回例会 

第 2995 回 ’14 年 11 月 28 日（金） 

卓話担当：加藤泰一郎君 

講  師：津島市立図書館 副館長 

園田俊介氏  

演  題：『シルクロードを旅して』 

お知らせ 

■第 3回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：11月 28日（金）11：30～ 

ところ：津島東高校(北館･生徒棟･1F･東教室) 

（※メークアップ対象です) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会報告 

猪飼充利社会奉仕委員長 

 11月 14日(金)の例会終了後、社会奉仕委員会

のメンバーを中心に、ペットボトルのキャップを

彩雲館へ移送しました。ロータリー財団が推進し

ているポリオワクチンの原資となります。 

津島ＲＣ会員の皆さんからも、たくさん持ち寄

っていただきありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遠隔地出席報告 

 11月 13日(木)に、鈴木吉男君がネパールのカ

トマンズＲＣにてバナー交換してきました。1959

年創立で、ネパールで一番古いＲＣです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 野々山勝也幹事  

1. 本日、津島市立図書館と愛西市中央図書館の

館長にご出席いただいております。のちほど

図書の贈呈式をおこないます。 

2. 11 月 22 日(土)、「尾西ＲＣ創立 60 周年を

祝う会」がウェスティンナゴヤキャッスルに

て開催されます。安江会長と私が出席します。 

3. 11月 28日(金)、津島東高校のＩＡＣ例会が

あります。時間は 11：30からです。 

4. 11月 28日(金)、例会終了後に役員・理事・

委員長会議があります。該当の方はご出席い

ただきますようお願いします。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 21日（金）第 2994回 幹事報告 
 

↑ 

440頁の分厚い「地区便覧」 

←メークアップカード 

実はこういう看板を

作ったんだけど、ま

だ出番がないわ。 

作曲・ピアノ・歌の 

横井知代君 

高木輝和Ｓ.Ａ.Ａ. 

作詞・歌の 

伊藤哲朗君 

← 

山田章博会場委員 

  

→  

八谷潤一  

広報委員長  

「津島ＲＣの歌」披露 


