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本日の行事予定 (2016 年 8 月 26 日) 

第 3074 回例会 

卓話担当：遠山孝義君 

講  師：特定非営利活動法人放課後のおうち 

     理事長 谷口雅子氏 

演  題：「津島で育つ・ 

津島が育てる子ども達」 

 
先回の記録 

第 3073 回 ’16 年 8 月 19 日（金）晴れ 

卓話担当：青少年奉仕委員長 伊藤基君 

講  師：2015-16 年度青少年交換派遣生 

     中西里緒さん 

演  題：「帰国報告」 

ストレッチ体操 猪飼充利君 
ロータリーソング 「Ｒ-Ｏ-Ｔ-Ａ-Ｒ-Ｙ」 
ソングリーダー 吉田康裕君 
会 員 総 数  67名    7月 29日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    12名 
本日出席会員  56名    MAKEUP会 員     8名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率    100％ 
超 過 報 告 浅井彦治君、伊藤哲朗君、田中正
明君、余郷利彦君（ニコボックス委員会） 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

「異文化を知る」という内

容で青少年交換派遣された

学生さんたちの声を聴いて

いると、大抵の方が語学に苦

しんでいたようです。 

平成 23 年より小学校にお

いて新学習指導要領が実施され、第 5 第 6 学年で

年間 35 単位時間の外国語活動が必修化されまし

た。内容は英語教育になりました。 

私も誘われて趣味の英会話を、津島ロータリー

副会長の加藤君の娘夫婦が開いている“Lenn 

Loving 英会話スクール”に、優秀な 5 人の友達

と共に毎週 50分のレッスンを受講しております。 

教師の Lenn は英会話の教師としての教育を受

けて、海外経験が豊富で教え方もレベルに合わせ

て小児から英検のハイレベルの人の授業もこなし

ています。私の幼稚園年長組の孫と麻酔科医の娘

婿もお世話になっています。我々はというと実力

は評価しにくい状況ですが、教師の Lenn 曰く

Special Classと評されています。日本語に訳す

と「特殊学級？」ということになりそうです。も

ちろんリーダーは副会長の加藤君です。 

さて私達の年代はアメリカ至上主義で育ったよ

うに思います。それもあってアメリカに行ってみ

たいと中学時代から英語に興味はありました。英

検 3 級までは取ったことがあると記憶しています

が、その後間が空いて大学時代に名城大学薬学部

大学院に来ていたインド人に教えていただいてい

たことや、ＪＣ時代に鈴木吉男君の勧めで名駅の

リンガホンスクールに行ったこともありました。

当時購入したテープは開かないまま残っていると

思います。 

英会話の落語のネタで“Coffee or Tea？”

“Coffee or Tea？“の問いかけに“Yes I am 

coffee”と答えると、私は COFFEEという名前の人

間になるので“Yes you are Mr. COFFEE. Coffee 

or tea？”となるわけであります。もう少し簡単

な内容ですと、レストランでディナーをする時の

会話で知ったかぶりの日本人が“外国でも母国語

の方がイメージを伝えやすい”ので“私に任せて

おいてくださいね。いいですかー、今日は割り勘

でお願いしますよ。一人ずつ share しますから 

Hey boy ココハココ ココハココ ココハココ 

ココハココ”するとボウイさんが“ＯＫ”と言っ

て厨房に入っていきました。“どうだい通じただ

ろう”。そうしたらココアが 4 つ出てきた。“や

っぱり Dinnerはココアに限るなー？”と飲んだと

いうお話です。 

コミュニケーションを取るツールとして利用す

るにはボディーランゲージだけではなく、やはり

それなりの努力、研修が必要に思えます。 
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英語圏が中心となっているロータリーは、英会

話のスキルは非常に有効だと思います。皆さんも

前向きにトライされると良いのではと思います。 

本日の卓話講師も 1 年間のアメリカ生活ですこぶ

る会話能力を習得されたと思います。 

ただお隣の姉妹ロータリーの台北滬尾ロータリ

ーとの友好を考えると中国語も“謝謝”だけでは

ちょっとさみしいので、機会を作って皆さんと研

修すると良いのではと思います。 

この分だと今回の姉妹締結の趣旨もメンバーに

とってはわからず姉妹(しまい)だなあと思われます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 9 月 2 日(金)のガバナー

補佐訪問例会にあたりま

して、例会終了後にクラ

ブ協議会を開催いたしま

すので、役員・理事・委

員長の皆様にはクラブ計画書等の準備をお願

いいたします。また、入会１年未満の会員に

もご出席をお願いします。 

 来週の金曜日、26 日に津島東高校に於いて、

ＩＡＣ例会が開催されます。メイキャップに

なりますのでご参加をお願いいたします。 

 
ニコボックス報告 第 3073 回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副副会

長、田中正明幹事 ①本日の卓

話講師に 2015-16 年度青少年交

換学生の中西里緒さんをお迎え

して。②伊藤基青少年奉仕委員

長、本日の卓話よろしくお願い

します。 

浅井賢次君、猪飼充利君、伊藤哲朗君、伊藤祥文

君、河西あつ子君、後藤亨君、小林啓子君、佐藤

敬治君、杦田勝彦君、高木輝和君、服部則仁君、

堀田力男君、水野憲雄君、三谷栄一君、山田章博

君、山本達彦君、吉田康裕君 青少年交換学生中

西里緒さんをお迎えして。 

浅井彦治君 いつも松崎院長さんと河西先生には

お世話になります。 

加藤則之君 ①本日、関東方面に視察で、例会を

欠席します。申し訳ありません。②篠田ファミリ

ーに、大変お世話になりました。Mr.Richard も、

とても喜んで、感謝していました。ありがとうご

ざいました。 

田中正明幹事 暑い時、皆さんお体を大切に！ 

伊藤基君 本日卓話を担当します。 

服部貴君 中西里緒さん、オリンピック日本女子

レスリング選手の活躍のように、今日の卓話、ガ

ンバレ！ 

滝川林一君 孫が色々お世話になりありがとうご

ざいました。無事帰って来ました。 

浅井賢次君 ①娑婆にまた帰って来られました。

“憎まれ者世にはばかる”と昔から言われますが、

そのようにならぬよう努力しますのでよろしく。

松崎先生お世話になりました。②河西先生、ひ孫

たちが盆おどり楽しませていただき、ありがとう

ございました。 

中村陽介君 尾張津島天王祭の話題が 8/18 に弊

社の facebook、Twitter にアップされました。一

度ご覧ください。 

加藤泰一郎君 今年も豊作です。おいしい新米が

どんどん入荷しております。みんなで食ってくだ

さい。 

伊藤祥文君 我が母校北海高校が、甲子園にて 88

年ぶりの四強！  

寺田晏章君 松崎先生、大変お世話になりました。 

山田勝弘君 すずしくなりますように。 

住田正幸君 ニコボックス委員会懇親会、会長と

一緒に楽しく過ごせました。 

幅辰雄君 12日の例会、欠席しました。 

髙木輝和君 浅井賢次さんの元気なお顔を拝見し

て…!! 本当はニコボックス委員会に入りたい。 

伊藤哲朗君 家内とポケモンＧＯの旅に出かけま

した。家内レベル 17、私はレベル 19です。 

篠田廣君 ニコボックス委員会、ありがとうござ

いました。 

？君 浅井賢次さんのお元気な顔を見て、つい。 

横井知代君 宇佐美さんにお世話になりました。

いつも早急に対応していただき、ありがとうござ

います。 

伊藤哲朗君、宇佐美三郎君、大河内勝彦君、寺島

淳一君、中村陽介君、八谷潤一君、山田公男君 日

本選手の金メダルをはじめメダル量産、おめでと

う！ 金 12個、銀 6個、銅 20個。 

相羽あつ子君 ウィークリーに写真が載りまして。 

矢田潔君、住田正幸君、高木輝和君、安江正博君、

河西あつ子君 その他。 

 
卓 話 

卓話担当：青少年奉仕委員長 伊藤基君 

講  師：2015-16年度青少年交換派遣生 

     中西里緒さん 

演  題：「帰国報告」 
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Hi, I’m Rio 

Nakanishi. I 

studied abroad in the state. My sponsor rotary 

club is Tsushima rotary club. My host rotary 

club is Bradford rotary club. Thank you for take 

time for me. 

こんにちは。アメリカのペンシルベニア州ブラッ

ドフォードに 1 年間留学をさせていただいており

ました、中西里緒です。スポンサークラブは津島

ロータリークラブ様で、ホストロータリークラブ

は Bradford Rotary Club 様です。 

ペンシルベニア州はアメリカの東北にあり、周り

には五大湖の一つであるエリー湖や、隣の州はニ

ューヨークシティーやナイアガラの滝でもよく知

られているニューヨーク州があります。 

これはペンシルベニア州の州

旗です。“Virtue, Liberty, 

and Independence”（美徳、自

由、そして独立）というモット

ーが掲げられています。ペンシ

ル ベ ニ ア 州 で は Pittsburgh と い う 町 や

Philadelphiaという町が有名です。ペンシルベニ

ア州の人口は 1270万人です。これは愛知県の人口

の 1.7倍の人数で、面積は 11万 9283 ㎢です。こ

れは愛知県 23個分と同じくらいの大きさです。フ

ィラデルフィアはペンシルベニア州内で最も大き

な町です。Philadelphiaはイギリスからの独立に

大きく貢献したため多くの独立に関する建造物が

ありました。 

Pittsburgh は次に大きな町でカーネギーミュー

ジアムやピッツバーグ大学など有名な博物館や大

学があり、メジャー野球のパイレーツという野球

チームはすごく有名で試合日は毎日満席だそうで

す！ Pittsburgh の近くに私の地区カウンセラ

ーが住んでいたこともあり、何度かお世話になり

ました。地区カウンセラーさんが所属するロータ

リークラブさんのディナーにもお邪魔させていた

だき、その時にはバナーの交換もさせていただき

ました。 

ナイアガラの滝はニューヨーク州にあるのですが、

私の町からとても近いところにありました。エリ

ー湖からオンタリオ湖に流れるナイアガラ川にあ

り、カナダのオンタリオ州とアメリカのニューヨ

ーク州とを分ける国境になっています。ここには

ロータリーの研修旅行でお邪魔したのですが、ど

こから見てもきれいで迫力のある滝には驚かされ

ました。また、夜のライトアップもきれいでした。 

私が住んでいた町はアリゲーニー国立公園に囲わ

れたところにありペンシルベニア州とニューヨー

ク州の境界にあります。ナイアガラの滝があるバ

ッファローという大きな町やエリー湖には 2 時間

ほどで行くことができます。町の人口は 8500人ほ

どで、面積は 9㎢ととても小さな町でした。 

私の町は国立公園に囲われていて、町はいくつか

の丘のくぼみにあったため起伏が激しい町でした。 

家の前の道路からは向かいの丘が見え、お家の周

りは森林が広がっていました。自然が豊かなため

鹿やクマなどたくさんの動物をよく見ることがで

き、何回か部屋の窓から鹿や小動物を見ることも

できました。ブラッドフォードには鹿やクマを食

用のために狩るハンターさんがたくさんいて、私

も何度かアーチェリーや銃を体験させてもらえま

した。また、ハンター

さんが捕まえた鹿の

肉なども何度か食べ

させてもらいました。 

私がアメリカに入っ

たころや 9 月ごろは、まだ緑がたくさんあり温か

い気温でした。アメリカでの夏の最高気温は 25

度くらいと過ごしやすかったのを覚えています。

10 月に入ったころから紅葉が始まったのですが、

2 週間ほどたったころにはもう雪が降り始めてい

ました。１月ごろは最低気温が－20度ほどで、朝

学校に行くのがきつかったです。ですが休みの日

には妹と 1 日中雪遊びをしたり、家族で雪山を散

歩していました。 

2 月は 1 月に比べて気温は少し上がったようにも

感じられましたが、雪が 50 ㎝～1ｍほど積もって

いました。日本なら学校が休校になるような日に

も朝から除雪車が道路整備のため町中を駆け回り、

塩をまいてくれたので休校には 1 日しかならず少

し残念でした。 

また、4 月に入り気温もグーンと上がっていたに

も関わらず何度か雪を見る機会がありました。で

すが、5 月に入ると雪は降ることがなく緑が出て

きていたのを覚えています。 

私の町は例年 3 メートルほどの雪が降るそうで、

今年は気温もあまり低くならなかったようで、雪

の中今年は暑いと、私からしてみれば頭のおかし

なことを言っている人がいました。 

私の町は Zippo ライターの発祥の地で、町には

Zippo ライターの会社や工場、ミュージアムがあ

りました。また、町内のいくつかの電灯が Zippo

ライターの形をしていたり、世界に 1 台しかない

Zippo ライターの車などユニークなものがありま

した。また、ミュージアムにあるライターのお店

に壊れた Zippo を持って行くと新しいものに変え

てくれるそうです。 

私のホストロータリークラブはブラッドフォード

ロータリークラブで、96年の歴史があり現在ロー

タリアンは 40名ほどいます。例会はお昼に町のな

前 後ろ 
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かで一番大きいレストランで行われます。私は時

間がある限りは毎週ロータリークラブの例会に出

席させていただいていました。例会は毎週月曜日

のお昼にあるのですが、学校のランチタイムとほ

ぼ同じ時間で授業に遅刻することもなかったので

お邪魔させていただいていました。 

私は 10月と 6月に 2回プレゼンテーションを発表

させていただきました。1 回目は私と自分の町や

日本について紹介して、2 回目は 1 年の振り返り

のプレゼンテーションをしました。初めてのとき

は緊張のし過ぎで写真を撮ってもらうのを忘れて

いて写真はないのですが、2 回目は撮ってもらう

ことができました！ が、ピントがボケボケでし

た。2 回目のプレゼンテーションを終えた後にバ

ナーを交換していただき、このことを新聞の記事

にして載せてもらうことができました！ 私が第

二ホストファミリーに移動した時にも、アメリカ

の生活について取材を受け、新聞の表紙に載せて

いただくことができました！ 

 

 

 

 

 

 

 

アメリカに着いて 1 か月ほどたったころに初めて

オリエンテーションが行われました。イタリア、

チリ、日本、ブラジルからと私の 5 人の留学生が

この地区に派遣されており、私は初めてこのオリ

エンテーションでみんなに会いました。 

また、10月頃に隣の地区の留学生と合同でナイア

ガラの滝へ研修旅行に行きました。この研修で私

はまたほかの留学生と会えて留学について情報を

交換することができました。 

5 月頃には地区大会がありました。ここでは 1 年

間の振り返りのプレゼンテーションを発表しまし

た。全員がそろって会うのは最後だったので寂し

かったのを覚えています。夏から短期留学に行く

4 人のアメリカの子たちにも会い、みんなで情報

交換をすることができました。 

地区大会ではプレゼンテーションを発表した際に

浴衣を着て発表しました。また発表後にレクリエ

ーションタイムがあり、日本の国歌を斉唱させて

いただきました。マイクに向かって一人で国歌を

歌ったのですがドキドキしすぎていて声が震えて

いたせいか、とてもビブラートの利いた国歌斉唱

になってしまいまし

た。そしてそのあと

は、もう一人の日本

の留学生とともに日

本の伝統的な踊りの

ソーラン節を披露し

ました。練習する時間があまりなかったのですが、

決めるところもうまく決まり皆さんからスタンデ

ィングオベーションをいただきました！ 

私はホストファミリ

ーを 2回チェンジし

ました。第一ホスト

ファミリーには半年

ほどお世話になって

いました。第一ホス

トファミリーは 4 人

家族でお父さんは Pittsburgh 大学ブラッドフォ

ード校で日本とアイルランドの文化、習慣を教え

ていて、お母さんは隣町の大学で英語の講師をし

ています。弟と妹はアメリカとイギリスとのハー

フで 2 年前からアメリカに住み始めました！ み

んな私をすぐに理解してくれて、いつでもわかる

まで英語を聞き直してくれて、英語の間違いはし

っかり直してくれたり、文化への溶け込み方など

を丁寧に教えてくれました！ 兄弟も最初はなか

なか慣れてくれず少し大変でしたが、いつの間に

か一緒に遊んだり、ケーキを作ったり、映画を見

たりするようになり、妹や弟が欲しかった私にと

って夢のような時間を過ごすことができて嬉しか

ったです。そして、今では毎日連絡を取るような

仲になりました！ 

第二ホストファミリ

ーには 2 月頃から 5

か月ほどお世話にな

っていました！ お

父さんは Pittsburgh

大学の副社長をして

おり、お母さんは学校の事務員をしていました。 

また、お姉ちゃんが一人いたのですが、お姉ちゃ

んは大学のため大学の寮に住んでいてお姉ちゃん

に会えるのは長期休みの時だけでした。また、お

父さんお母さんは夜遅くまで仕事をしていること

が多く、第一ファミリーとは少し違い一人で過ご

す時間が多かったですが、二人とも優しく素敵な

時間を過ごすことができました。 

私の学校はブラッドフ

ォードエリアハイスク

ールで、第一ホストフ

ァミリーのお家からは

車で 10分ほど、第二ホ

ストファミリーのお家

からは車で 15分ほどのところにありました。全校

生徒は 1000 人ほどの学校でした。クラスは 100

種くらいの科目やレベル別から選ぶことができ、4

学期制の学校でした。私は数学 2、人間科学、犯

罪科学、アメリカ・ペンシルベニア史、陶芸、体

育のクラスを取っていました。 

クラスについていけるようになるまでは１か月か

ら 3 か月ほどかかりましたが、教科書がないクラ

スも多く、自分から問いについて調べまとめて発

表しそれについて討論をするクラスも多くあり、
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実験や模型を通して学習することも多かったので

理解がしやすくわかりやすい授業が多かったです。

学校の部活は 4 期制だったので、夏から秋にかけ

てゴルフ部に参加し、春には陸上部に参加しまし

た。ゴルフ部ではゴルフチームに入れてもらえる

ことができ、ほとんどの試合に参加させてもらえ

ました！ 陸上では走り幅跳びをしていました。

私は部活を通して多くの友達を作ることができた

ので参加してよかったと思いました！ 

10 月にはホームカミングという学校で開催され

るダンスパーティーが行われました。私にとって

ドレスを着てみんなと学校でダンスをすることは

初めてだったのでとても新鮮な気持ちでした。私

はゴルフ部の友達と参加しました。5 月の終わり

にはプロムという卒業生のためのダンスパーティ

ーが学校でありました。3 年生と 4 年生限定のも

のでした。私は 3 年生だったため出席することが

できたので友達と参加しました。みんなで湖に行

って写真を撮ったりもしました。友達のお家に行

きご飯をみんなと食べ、みんなで準備をして、ド

レスを着て、写真撮影会をした後にはパーティー

のため学校へ行き、楽しんだ後はみんなで帰って

きてそのままパジャマパーティーをするという流

れだったのですが、次の日に地区大会があったた

めパジャマパーティーには参加することができま

せんでした。そこ

での私のお気に入

りの一枚は、みん

ながそれぞれのカ

メラに向かってセ

ルフィーをしてい

る光景です。アメリカの高校生は日本の高校生と

比べて大人っぽいと言われていますが、十代の子

達がすることは日本もアメリカも変わらないのだ

なと思えた１枚でした。 

これは卒業式です。日本と

はまるっきり違う卒業式

でドキドキもしましたが

すごくいい経験ができた

と思っています。日本で見

ていた海外ドラマで憧れ

ていたキャップやガウン

を着ることができてステージを渡ることができ、

夢のような時間でした。 

また、大変だった学校生活でしたが、この学校に

来られて最高の仲間に出会えて、みんなとこの１

年間を過ごすことができて、本当に良かったと初

めて心の底から思うことができました。 

また、日本の紹介をしたいということになり、私

もよく通っていたホストファザーの大学のクラス

の生徒さんたちと手巻きずしを作りました。内陸

部ということもあり本物の生の魚は用意できなか

ったのですが、みんなに作り方や味を知ってもら

えてうれしかったです。 

また、私の高校の先生からも頼まれ、家庭科のク

ラスで日本米の試食とおにぎりの作り方を教える

ことができました。始めはあまりいい顔をしない

子やめんどくさがる子もいましたがみんな最後に

はおいしかったと言ってくれたので嬉しかったで

す！ 

私はアメリカの高校で１年間過ごしてたくさんの

人に出会い、たくさんの人に助けられ無事一年間

を終えることができました。また留学生として卒

業式にも参加させていただくことができました。

私がなかなか友達やアメリカ人とうまく付き合え

ず悩んでいた時には、ホストやホストシスターが

対応の仕方や付き合い方などを教えてくれました。

また、学校のシステムがわからず困っていたり、

校舎の中で迷子になっていた時にはたくさんの生

徒や事務の方が助けてくれました。少しずつ皆と

の接し方にも慣れ、友達の数も増え、一緒に過ご

すようになってからは、たくさんの友達がいろい

ろな所に連れて行ってくれて、悩み事や楽しいこ

と、日本のことなどを話すことができ、楽しい時

間を過ごすことができました。そしてこれを通し

て私は人の温かさと優しさと思いやりを知ること

ができました。急に他国から英会話もあやふやな

状態で来て、お互いにどう接し合えばいいのかわ

からない時期もありました。しかし、この一年間

で私がここまで成長できたのは周りの人の温かさ

や思いやりがあってこそだと思いました。学校が

始まったころは友達もいなく、うまくやっていけ

るか不安で泣いていたこともありましたが、私は

この学校でみんなと 1 年間楽しく過ごすことがで

きて嬉しかったです。何か辛いことがあっても一

人で頑張りすぎず周りの人の助けをもらいながら

乗り越えていけば、いつかはその辛い出来事も楽

しかった思い出に変わり、その思い出は自分の生

涯の宝物になることを学びました。この経験から

私ももっと思いやりを持ち、少しでも人の役に立

てる人になりたいと思いました。 

また、私はこの 1 年間でたくさんのロータリーの

方やロータリーの交換留学生に出会うことができ

ました。まず、だれにでも共通することはみんな

には愛があることです。私はたくさんの方からい

ろんな愛をいただきまた、学ぶことができました。

留学の準備期間生のころはロータリアン、青少年

委員の方に手伝っていただき準備をすすめ、出発

前には市長さんとの対談の場を設けていただきま

した。そして、出発時には多くのロータリアンさ

ん、青少年奉仕委員の皆様、親戚のみんなに背中

を押していただき出発することができました。ま

た、アメリカでは二つの家族の方に半年ずつホス

トファミリーを引き受けていただき、ブラッドフ

ォードロータリークラブのみなさま、カウンセラ

ーさんには毎週のロータリー例会に快く招いてい

ただきました。何人かのロータリアンさんにはご

飯にも連れてっていただき、日本の話をしたり、
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次回例会 

 第 3075 回 ’16 年 9 月 2 日（金） 

≪ガバナー補佐訪問例会≫ 

時 間：12：30～ 

会 場：ツシマウール会館 

その他：クラブ協議会 13：40～15：00 

お知らせ 

■ガバナー公式訪問例会（あまＲＣ合同） 

 と き：9月 23日(金) 12:30～ 

 ところ：名鉄グランドホテル 11階 

アメリカの文化を教えてもらいました。また、カ

ウンセラーさんは毎週私の日常の状況について聞

いてくださり、何度も心が救われたのを覚えてい

ます。他にも友達の家族や、ロータリアンさんの

家族の皆様にもたくさん面倒を見ていただきまし

た。また、私がこの 1年で出会った 50名以上の留

学生とは留学についての話や自分の国について話

し合うことで仲良くなることができました。愛知

県地区の同期の留学生には何度も助けられたこと

をおぼえています。お互い留学を経験している中

で留学中の悩み事や不安などを聞いてもらったこ

ともあります。また、そんな時に楽しい話をして

くれて何度も笑わせてもらいました。 

そして、なんといっても家族の愛があったからこ

そこの 1 年間を乗り切ることができました。辛い

ときに泣きながら電話をかけても黙って聞いてく

れて私を励まし続けてくれた母や、こまめに連絡

をくれていた父、私のことを自分のように嬉しが

ってくれた祖母や、怠けているときに活を入れて

くれた祖父にはとても感謝しています。 

準備期間生の 1 年、そして留学中の 1 年間これだ

けたくさんのことをしてもらえて皆さんからのた

くさんの愛をいただき、私はここまで大きく成長

することができました。感謝しきれないほどの気

持ちと、皆さんとの出会いをこれからも忘れず今

よりももっと大きな人になれるよう頑張っていき

たいと思います。 

留学を進めてく

れた祖父にはも

のすごく感謝し

ています。私の人

生を素晴らしい

人生に変えてく

れてありがとう

ございました。今

後ともよろしくお願いいたします。 

ご清聴ありがとうございました。 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

8月 25日(木)、10人が参加して桑名ＣＣにてゴ

ルフ会が開催されました。優勝は高木輝和君で、

なんと 2連勝です。次回は 9月 8日(木)の予定。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
9月の例会変更 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 高木 輝和 50 37 87 16 71 

2 位 野々山勝也 45 48 93 20 73 

3 位 篠田  廣 39 40 79  5 74 

 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

尾西 RC 9/5 月 尾西信用金庫本店 

名古屋名南 RC 9/6 火 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ(夜） 

名古屋大須 RC 9/8 木 名古屋東急ホテル 

名古屋東南 RC 9/14 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 9/21 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

尾張中央 RC 9/21 水 名鉄グランドホテル 

一宮北 RC 9/23 金 一宮商工会議所㌱ 

あま RC 9/26 月 名鉄グランドホテル 

名古屋丸の内 RC 9/29 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋みなと RC 9/30 金 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

 

9月のメニュー 

9月 2日(金) にぎり寿司 

9月 9日(金) 焼魚定食 

9月 16日(金) ミックスフライ定食  

三谷栄一元副会長 

吉田康裕君の 

ソングリーダー 

司会の服部則仁

会場副委員長 

 また副会長

代理です 


