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本日の行事予定 (2016 年 5 月 13 日) 

第 3059 回 

≪青少年奉仕月間≫ 

卓話担当： 服部貴青少年奉仕委員長 

講  師 : 青少年交換学生 

マライア Lee DOES HOOKE さん 

演   題 : 「日本の生活」 

 
先回の記録（例会） 

第 3058 回 ’16 年 4 月 22 日（金）晴れ 

卓話担当： 伊藤雅昭君 

講  師 : インド舞踊家 小久保シュヴァ氏 

演   題 : 「インド文化を学ぶ」 

ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー 伊藤哲朗君 
会 員 総 数  66名    3月 25日例会分訂正 
出席免除会員  20名    欠 席 会 員    14名 
本日出席会員  57名    MAKEUP会 員    10名 
本日の出席率  86.36％  訂 正出席 率  98.41％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、田中正明君、三谷栄
一君、猪飼充利君、野々山勝也君、伊藤誠君、寺
島淳一君、飯村理君、加藤隆朗君、山田勝弘君、
杦田勝彦君、相羽あつ子君、住田正幸君（第 2 回
次年度役員・理事・委員長会議））、服部貴君（第
24回ライラセミナー）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、
山本達彦君、浅井彦治君、前田昭生君、幅辰雄君、
服部貴君、田中正明君、猪飼充利君、山田勝弘君、
高木輝和君、飯村理君、寺島淳一君（第 12回役員・
理事・委員長会議）、三谷栄一君、山本達彦君、
服部貴君（ホストファミリー引継会）、服部貴君
（マライア引越し）、三谷栄一君、伊藤幸蔵君、
山本達彦君、浅井彦治君、稲垣宏高君、野々山勝
也君、杦田勝彦君（米山奨学生ハンドさん送別会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

4月 14日に発生した熊本県熊本地方を震源とす

る最大震度７の地震により、大きな被害が出てお

ります。地震で被災されたみなさまに心よりお見

舞い申しあげます。 

また先週 13日、台北滬尾ロータリークラブ創立

10周年記念式典に、メンバー16名、家族 2名で出

席してまいりました。当日はメンバー乗り合わせ

でセントレアに行きましたが、I 君を迎えに行っ

たところ、チャイムは鳴ら

すは、携帯は掛けるは、そ

れでも返事がありません。

その後、ベランダから奥様

が顔を出され、「主人は寝

ています。今起こします」

という返事が返ってきて、

皆「彼は大物だわ」とあき

れ、この先どうなるのかと思いつつ、旅のスター

トをしました。セントレアから台北桃園国際空港

に行き、空港では台北滬尾ロータリークラブ Aqua

会長はじめ多くのメンバーのお迎えがあり、昼食

に招待され、午後 5 時にホテルに到着後、即淡水

の式典会場に向かいました。 

式典は、午後 6時 30分より始まり、飲食しなが

らの進行で、台北滬尾ロータリークラブ Aqua会長

の挨拶に始まり、Venture Lin 地区ガバナーをは

じめ多くの来賓のご挨拶があり、私も挨拶をし、

プレゼント交換をして参りました。創立 10周年に

あたり、歴代会長が壇上に上がり、記念品が送ら

れ、ケーキカットなどがあり式典の部が終わりま

した。引き続き懇親会にはいり、小学生、中学生

の楽器演奏、大学生のパフォーマンス、ロータリ

アンの奥様の日舞の披露があり、その後はカラオ

ケ大会になりました。当クラブを代表して、寺島

クラブ奉仕委員長が熱唱し、合いの手として稲垣

君、浅井会長エレクトが参加され、特に稲垣君は

最高のパフォーマンスでした。その間、各テーブ

ルでは、ワイン、ウィスキー、ビールで乾杯の嵐

で楽しい時間を過ごしてみえました。また、初参

加の杦田さんご夫妻はびっくりしてみえましたが、

楽しんでいただいたと思いました。2 日目は観光

組とゴルフ組に分かれる予定でしたが、あいにく

の雨のためゴルフ組は中止になり、石門ダム、両

将文化園、新北市立鴬歌(いんぐー)陶磁博物館を訪
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れました。陶磁博物館の建物は打ち放しコンクリ

ートと鉄骨を用いたグレートーンの外観を持った

近代的な建築でありました。夕食は金品茶樓(じん

ぴんちゃろう)で飲茶をいただきながら台北滬尾ロー

タリークラブ Aqua 会長はじめメンバーとの宴会

となり、例のごとく乾杯が続き、2 時間半ほどで

お開きとになりました。 

3 日目はやっと天気がよくなり、ゴルフ組は

Angus、Alfaと東華(とんふぁ)ゴルフクラブでプレー、

観光組は孔子廟、霞海城隍廟（シャハイチョンフゥアン

ミャオ）の月下老人、ディープな問屋街の迪化街(デ

ィーホワジェ )を訪れ、萬翔餐廳（ ONE HSIANG 

RESTAURANT）で昼食をいただき、到着時間 1 時間

遅れで帰国しました。中身の濃い 3 日間の訪問で

ありました。参加の皆様お疲れ様でした。 

また、今回宿泊したホテルは最近流行のバスル

ームがガラス張りになっていました。なぜバスル

ームがガラス張りなのでしょうか？ お話しした

いと思います。 

・部屋が広くなる 

 ガラスは普通の壁より 10cm程薄いため、その分

部屋が若干広くなり、圧迫感も軽減されます。 

・エネルギーの節約 

宿泊客の多くはバスルームのライトを点けっぱ

なしにしているそうです。しかし、ガラス張り

の場合はライトを消してくれるそうです。ホテ

ル全体でみれば電力の無駄遣いがかなり改善さ

れます。 

・採光が良くなる 

 採光がよくなるというメリットがあります。昼

間ライトを点けなくてすみます。地球に優しい

ことです。 

・部屋がきれいに 

客室清掃の際もガラス張りのお陰で部屋がちゃ

んときれいになっているか一目瞭然です。掃除

の効率が良くなります。 

・盗難対策 

以上、バスルームに透明ガラスを使うのは宿泊

客側、ホテル側双方にとってメリットがあります。 

幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 持ち回り理事会の承認

を得まして、5 月の食

費より皆様からひとり

1,000 円をいただき、

また 2 月に集めさせて

いただきながら相手先

のご辞退にて執行されずに残っています「台

湾南部地震」向けの義援金も振り向け、各種

義援金勘定からも供出し合わせて 200,000 円

を当クラブから地区経由にて第 2720地区（熊

本、大分県）に熊本地震に対する義援金とし

てお送りいたします。これに伴い 5月 13日の

お食事は変更されますのでご了承ください。 

2. 本日 18 時より、サンガーデンボウリング 1F

パーティールームにて青少年交換学生マライ

アさんの誕生会を開催いたします。お申し込

みの方はよろしくお願い致します。 

3. 4月 24日(日)、ウェスティンナゴヤキャッス

ルにて RI 第 2760 地区 2016-17 年度地区研

修・協議会が開催されます。該当の方は出席

の程よろしくお願い致します。 

4. 4月25日(月)18時から朝日寿しにて次年度ク

ラブ奉仕合同委員会が開催されます。該当の

方の出席をお願い致します。 

5. 4月 27日(火)18時から海月にて第 3回次年度

役員・理事・委員長会議が開催されます。該

当の方の出席をお願い致します。 

6. 次週 4月 29日と、その翌週の 5月 6日は休会

となりますのでお間違えのないようにお願い

します。次回例会は 5月 13日となります。 

7. 津島東高校インターアクトクラブの栗田汐里

さん、赤川舞さんが、7月 26日から 8月 3日

のオーストラリア・パースでの海外派遣研修

会に参加されることとなりました。当クラブ

からも援助いたします。 

8. 事務局は 4月 29日から 5月 6日までお休みと

なります。その間急用の方は幹事エレクトま

でご連絡ください。 

9. 5月 13日例会終了後、役員・理事・委員長会

議を開催いたします。該当の方の出席をお願

いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3058 回分 

高木輝和ニコボックス委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副

会長、山本達彦幹事 ①卓

話講師にインド舞踊家小久

保シュヴァ氏をお迎えして。

②伊藤雅昭君、本日の卓話

よろしくお願いします。 

浅井彦治君 後藤亨先生の

奥様の眞子さんの作品が、

本町の渡辺家で展示されています。よろしければ

どうぞお出かけ下さい。 

浅井賢次君 ①松崎院長先生に、お忙しい中ご迷

惑をお掛けしております。②事務局より大切な本

をお借りしておりました。ありがとうございまし

た。③高木さん、ご親切に電話ありがとう。 

伊藤雅昭君 卓話の講師の小久保シュヴァさんを

お招きして。 

杦田勝彦君、伊藤幸蔵君、水野憲雄君、稲垣宏高

君、後藤務君、伊藤誠君、浅井彦治君 台湾…無

事帰りました。 

寺島淳一君、加藤泰一郎君、山本達彦君 台湾よ

り無事帰って来ました。相変わらずの大歓迎を受

け、お酒もかなり飲まされました。 
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幅辰雄君 先週台北滬尾ＲＣの記念式典に出席し

友好を深めて来ました。全員無事に帰国できまし

た。 

長田一郎君 台北行きご無礼しました。 

後藤亨君 妻が渡辺家で作品展をさせていただく

ことになりましたが、その際、鈴木吉男さんにお

世話になりました。 

伊藤哲朗君 ①後藤先生の奥様の作品に感動しま

した。本町の渡辺家で作品展をやっています。②

本日早退します。 

鶴見治貞君 当社の記事が新聞にのりました。 

篠田廣君 ゴルフで優勝しました。ハンディ 1で

す。 

児玉昭君 ①昨日のゴルフ会ハーフでやめて失礼

しました。②ウィークリーに写真が載りました。 

矢田潔君 雨の中ロータリーゴルフご苦労様でし

た。 

滝川林一君 ゴルフ例会で高木プロと篠田プロに

お世話になりました。 

根崎健一君 次年度委員会を欠席しました。 

加藤則之君 稲川先生にお世話になりました。 

猪飼充利君 宇佐美さん、長田さんにお世話にな

りました。 

相羽あつ子君 根崎さんにお世話になりました。 

相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、古川弘

一君、後藤亨君、後藤務君、幅辰雄君、服部則仁

君、服部貴君、堀田力男君、飯村理君、猪飼充利

君、稲垣宏高君、稲川明俊君、伊藤幸蔵君、伊藤

誠君、伊藤雅昭君、伊藤基君、伊藤哲朗君、伊藤

祥文君、片岡鉄君、加藤則之君、加藤泰一郎君、

加藤隆朗君、小林啓子君、児玉昭君、前田昭生君、

松本浩義君、松崎安孝君、三谷栄一君、水野憲雄

君、長田一郎君、中野義光君、根崎健一君、野々

山勝也君、大河内勝彦君、坂井裕君、佐藤敬治君、

佐藤雅彦君、篠田廣君、杦田勝彦君、高木輝和君、

滝川林一君、宅見康悦君、田中正明君、寺田晏章

君、寺島淳一君、遠山孝義君、鶴見治貞君、矢田

潔君、山田章博君、山田勝弘君、山本達彦君、安

江正博君、横井知代君 熊本地震義援金。  

 
卓 話 

卓話担当： 伊藤雅昭君 

講  師 : インド舞踊家 小久保シュヴァ氏 

演   題 : 「インド文化を学ぶ」 

 

一 日本にやって来たインドの神様たち 

 インドから中国、朝鮮半島を経由して日本に仏

教が伝わって来るのに約一千年の歳月がかかりま

した。そのあいだに仏教も少しずつ内容を変え日

本に伝わり、また日本の中でもかたちを変えてゆ

きました。元来が仏教と関わりのないインドの神

様も仏教に組み込まれ、特に日本では仏教の中の

「天部」のそのほとんどが仏教の護法神として位

置づけられています。有名な四天王(持国天、増長

天、広目天、多聞天)をはじめ、帝釈天、大黒天、

吉祥天、弁財天、韋駄天、歓喜天、金剛力士、鬼

子母神など、他にもたくさんございます。四国の

金毘羅様は有名ですが、あの金毘羅はインドのガ

ンジス川に生息するワニのクンピーラが語源とさ

れ、愛知県の豊川のお稲荷様は日本三大稲荷とし

て有名ですが、こちらのお稲荷様の本来の名前は

荼枳尼天といいまして、やはりインドの神様がも

ととなっております。たくさんのインドの神様が

仏教とともに日本にわたって来ているということ

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

二 インド起源に由来する日本語 

 仏教とともに渡来し定着した、私たちが日頃何

気なく使っている日常用語の中にはインド起源の

ものが少なくありません。丁寧に調べてゆけば膨

大な数にのぼるでしょう。中国、朝鮮半島経由で

ワンクッションもツークッションも置かれたので

それと気がつかないわけです。ざっと思いつくま

まに上げてゆきますと、あばた、鳥居、鉢、旦那、

瓦、栴檀、伽藍、袈裟、舎利などがありますし、

刹那、不思議、無常、煩悩、輪廻、分別、方便な

どは精神的な面に使う言葉として用いられており

ます。 

 

三 身近な問題としてのカースト 

 カーストというとすぐにインドとイコールで考

えられがちですが、差別という言葉に置き換えれ

ば世界共通の現在的問題だということに気づきま

す。そして現在的問題であると同時に過去からの

遺産でもあり、人類史上の最も困難な命題と言っ

てもよいのかもしれません。 

インドでは数千年にわたってカーストが根を張

り差別を固定化してきました。職業による固定が

差別を呼び、宗教による違いが闘争と戦いを呼び

身分差別を生じさせたわけです。 

世界を眺めればアメリカでは白人と黒人、最近

ではヒスパニックの問題も浮上しており、ヨーロ

ッパでは移民の差別が平然と行われ、中国では少

数民族、特にチベットの問題がクローズアップさ

れております。 

 日本でも平安時代から鎌倉、室町、特に江戸時

代には士農工商、さらにその下に位置づけられた

最下層の人々の身分差別の固定化がはかられまし

た。明治に入ってからも建前と本音を使い分けな

がらも、その根は現在まで解消されてはおりませ

ん。たいへん難しい問題なのですが、例えば日本
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の茶道の「一視同仁」の心はこの差別の問題を解

決する一助になるのではないか、と私は考えてい

ます。 

 

四 インド古典舞踊と奉納舞 

 インド古典舞踊はその発生時点より神に捧げる

踊りとして寺院で重要な儀式として発展してきま

した。 

日本でも有名な寺院や神社などでは必ず舞が奉

納され、舞台まで設けられています。個人で踊る

にしても、集団で踊るにしても、日々平安に送ら

れますようにと祈る感謝と希望の表明であること

はインドも日本も変わりがありません。 

 

五 エクササイズ 

講師が持参した音楽に合わ

せ体を動かした。静かでユッ

タリしたメロディーにのって

全員がリラックスするための

運動でした。毎日続けると健

康に好いというお話であった。 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
青少年奉仕委員会 

服部貴青少年奉仕委員長 

 4 月 22日(金)、第二サンガーデン・パーティル

ームにて、マライアさんの誕生会を開催しました。

マライアさんの友達 8人、ホストファミリー5人、

会員12人の総勢25人で賑やかに、交流しました。 

マライアさんと友達は「Ｋ-ＰＯＰ」ファンで、

カラオケをたっぷり楽しんでいました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
青少年交換だより 

青少年交換派遣学生の中西

里緒さんの 4 月のマンスリ

ーレポートです。 

 

4 月中旬から、急に温かくなり始め、

雪が積もっていたところからたくさんのお花が顔

を出しはじめ、4 月終わりには短パンとタンクト

ップで過ごせるぐらいまで温かくなりました。で

すが、5 月には梅雨がやってくるみたいで雨の日

も増えてきています。 

 

 

 

 

 

 

 

 4月 9日(雪) 4月 3日(晴れ) 

伊藤幸蔵副会長 

山田章博親睦 

活動副委員長 

伊藤哲朗君の指揮で 

「津島ＲＣの歌」 横井知代君のピアノ伴奏 

Ｋ-ＰＯＰを

次々に歌い

ました → 

←青少年交換学

生の友達や、

東高校の友達 

服部貴カウンセラー

夫人の美智代さんか

らプレゼント 

浅井彦治会長

エレクト 

4月 20日が 

バースディでした 
三谷栄一会長からプレゼント 

第 2 ホストファ

ミリー成田さん

母娘 ↓ 
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4 月から 4 学期が始まり、学期初めには 3 学期の

成績表をもらいました。今の成績をキープできる

よう 4 学期も頑張っていきたいのですがアートの

クラスと数学のクラスの先生が変わり、内容が難

しくなってしまったので成績をキープできるか心

配です！ 

4 月から陸上部も本格的に始まり何回か試合にも

参加させてもらいました！ 初めての走り幅跳び

はなかなかコツがつかめず苦戦中ですが、外に出

てみんなと楽しく運動するのは楽しいので続けて

いきたいです。 

第二のお家に来てから初め

ての日本食“うどん”を作り

ました。（バファローに行っ

たときに冷凍の讃岐うどん

をゲットできたので）ものす

ごくシンプルになってしま

いましたが、ワカメは何とかゲットできたので添

えてみました！ ですが、ホストにはワカメは金魚

の餌だとか、死んだ魚の匂いと言われちょっとシ

ョックでした(笑…) やはり海に慣れてない人に

とって海の香りは変な匂いなのでしょうか？ 

バファローで納豆もゲットしていたので食べても

らったのですが、お母さんの発狂が止まらなくて

笑いが止まりませんでした！ また、日本の人は

納豆が好きなことを伝えるとクレイジーだと言っ

ていました！ 

学校の家庭科のクラスの先生に日本の料理を作っ

て紹介してほしいと言われたのでおにぎり、焼き

おにぎり、みそ焼きおにぎりを作ろうかと思って

います！ コメと醤油なら人気間違いないはず！ 

ですが、炊飯器をどうしようか悩み中です！ せ

っかくなら紹介したいのですが…。 

4月初めには、妹が学校でアニーの

劇をやるということでアニー役の

妹を見に行きました！ 

また、その日が弟の誕生日

だったためバースデイを

お祝いしにお家に

も 行 っ て き ま し

た！ ひさしぶり

のクレイジーな妹

だったのですが、可

愛すぎて食べたく

なるほど愛おしか

ったです。よく連絡

をくれるので本当にいい妹です！ 

4 月の中旬には待ちに待ったＮＹＣに行ってきま

した！ 日本にいたころに夢見ていた町を見るこ

とができてうれしかったです♡ 3 日間行ってい

たのですが、みんな行きたいところやショッピン

グに夢中で、朝食やお昼ご飯を忘れてしまうこと

も(笑)。 

 

911 メモリアルから始まり自

由の女神、タイムズスクエア、

ｍ＆ｍ’sショップ、ライオンキ

ング、ＵＮといくつもの観光

名所を回ったうえで、みんな

の食べたかったレストランに

行ったり思う存分ショッピングをしたりと、有意

義で素敵な時間を過ごすことができました！ 

みんなに東京と違うとこはあるかと聞かれ、高い

ビルやたくさんのお店があるのに変わりはないの

ですが、なんといっても清潔感は東京のほうがき

れいだなと思いました！ 東京でもごみは落ちて

いたりはしますが、ニューヨークには 3 メートル

間隔ぐらいでごみ箱が置いてあるのにも関わらず

ごみがおちていたり、お店のごみも道路に山積み

になっていたりしていて全体的に臭いがきつかっ

たです。お城に行くような気分だったのでその点

は少しショックでした(涙)。 

旅行が終わりお財布を確認してみたら空っぽにな

ってました。お金の使い過ぎですね！ レシートを

見て後悔しました…(笑） お父さん、お母さんご

めんなさい！ 

5 月には友達とプロムにも行くことが決まり、地

区大会では日本とアメリカの国歌とソーラン節を

もう 1 人の日本人の留学生と歌い踊ることも決ま

り、来月がすごく楽しみです！ でも、日に日に

日本への帰国が近づいていくのは寂しいものです

ね！ 少し前までは友達がいなくて勉強について

いけず泣いていたのに、4 月には今まで以上に友

達が増え、スピーチやポスター作製までできるよ

うになって！ まだまだ英語は話せないし、みん

なの迷惑になりっぱなしだけど、でも日本に帰り

たくないと思えるような毎日だったので 4 月はい

い 1 か月でした！ 来月も頑張っていきます！よ

ろしくお願いします！ 

PS. 4 月分のマンスリーレポートを書くために

先月に書いたマンスリーレポートを読み直したの

ですが、日本語がものすごくおかしくなっている

ことに気づきました(笑)。マンスリを書いた後は

いつも 3 回くらい読み直すのですが……それでも

わからなかったなんて！ 少しづつ日本語にも弱

くなっていっているみたいです！ 

中西里緒 
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次回例会 

 第 3060 回 ’16 年 5 月 22 日(日) 

≪家族例会≫ 

～琵琶湖クルージングランチ＆ 

宇治平等院～ 

集合場所=津島商工会議所 

集合=7：50、出発=8：00 

 

次々回例会 

第 3061 回 ’16 年 5 月 27 日(金) 

卓話担当：寺島淳一君 

講  師：愛西市観光協会理事 

若山聡氏 

演   題：「津島の街道」 

お知らせ 
■第 15回津島東高校ＩＡＣ例会 
 と き：5月 20日（金）16：00 
 ところ：津島東高校（北館 2中教室） 
 
■職業奉仕・社会奉仕合同打上げ 
 と き：5月 20日（金）18：00 
 ところ：みやこ 
 
■第 4回次年度役員・理事・委員長会議 
 と き：5月 25日（水）18：00 
 ところ：魚しま 
 
■次年度会員増強委員会 
 と き：5月 27日（金）13：30 
 ところ：ツシマウール会館 

 

 

 

5月 12日(木)、久しぶりのさわやかな快晴の下、

桑名ＣＣにて津島・あまＲＣ合同ゴルフ大会が開

催され、総勢 32名が参加しました。団体優勝はあ

まＲＣ、合同での個人優勝は武藤正俊君でした。

また、津島ＲＣ単独では浅井彦治君が優勝。 

次回は 6月 16日(木)に、会長杯ゴルフ会を開催

する予定です。ゴルフ終了後は木曽路津島店で打

上げを行いますので、こちらにもご参加ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（5月 2日） 

 

ローマ法王による特別ミサに 

ロータリー会員が出席 

 
 

4 月 30 日、フラ

ンシスコ・ローマ法

王による特別ミサ

がバチカンで行わ

れ、80 カ国から約

9,000 人のロータ

リー会員が出席しました。サンピエトロ大聖堂前

の広場にロータリアンのための特別席が用意され

た今回の特別ミサで、ローマ法王は、慈悲の心、

一体感、人類への奉仕を呼びかけました。 

詰めかけた総勢 10 万人以上の出席者の中には、

世界各国の警察や軍の関係者も含まれていました。

これは、「世界の平和、安全、連帯感の文化を築

く」ことが目的です。アルゼンチン出身のフラン

シスコ・ローマ法王は、ローマカトリック教会の

頂点に君臨する存在でありながら、その言葉は宗

教の枠を超え、多くの人びとの心に届いています。

今年発表された世論調査の結果では、フランシス

コ・ローマ法王は世界で最も好感を持たれ、信頼

されているリーダーであることが分かっています。 

法王とロータリーはいずれも国境や文化を越え

た存在であるため、今回のミサは本当に特別なも

のです。特別ミサの後、Ｋ.Ｒ.ラビンドランＲＩ

会長が率いる少人数のロータリー会員がローマ法

王と謁見しました。法王は、ポリオ撲滅活動の重

要性を強調し、ロータリーがこの病との闘いを継

続するよう奨励しました。ヒンズー教徒であるラ

ビンドラン会長は、法王との謁見について次のよ

うに振り返ります。「フランシスコ・ローマ法王

より、ロータリーがポリオ撲滅の闘いを継続する

ようにとのお言葉をいただきました。ロータリー

によるこれまでの活動に誇りを感じただけでなく、

現在の活動への信念を新たにし、未来への希望を

大きくすることができました」 

 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例会変更 5月 20日(金) 

【津島・あま合同ゴルフ結果】 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 武藤正俊 40 42 82 10.8 71.2 

2 位 東海広光 47 45 92 19.2 72.8 

3 位 浅井彦治 43 48 91 18.0 73.0 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 浅井彦治 43 48 91 14 77 

2 位 稲垣宏高 50 46 96 16 80 

3 位 矢田 潔 53 52 105 18 87 

 

【津島ＲＣゴルフ結果(5月)】 


