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本日の行事予定 (2017 年 2 月 3 日) 

第 3093 回例会 

卓話担当：伊藤哲朗君 

演  題：「イランはなし」 

 
先回の記録 

第 3092 回 ’17 年 1 月 27 日（金）晴れ 

卓話担当：篠田廣君 

演  題：「私のゴルフ人生」 

ストレッチ体操 伊藤誠君 
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  吉田康裕君 
会 員 総 数  67名    1月 6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  55名    MAKEUP会 員     6名 
本日の出席率 82.09％    訂 正出席 率 95.31％ 

 
  会長挨拶 

浅井彦治会長 

津島市も時代の趨勢で観

光産業に目を向ける向きが

高まって参りました。 

私も津島商工会議所の事

業委員長として「信長めし開

発」「着地型観光事業」「ご

ちそう開発」等のプロジェク

トに関わって参りました。 

2010年のアンケートに、津島商工会議所の「津

島の観光と“食”についての調査」として調査を

実施したところ、直近 5 年間以内に津島市に観光

目的での訪問経験者をインターネット調査（スク

リーニング調査→本調査）した結果、スクリーニ

ング数 2454件の投稿があり、本調査で直近 5年以

内に観光目的での訪問者のエリアを近隣の人に絞

って年代毎に抽出したところ 685 件の分析ができ

ました。年代は 20-69歳の男女が対象になります。 

津島のまちの魅力は津島神社が 50.8％、藤まつ

り 41.0％、天王川公園景観 38.1％、尾張津島天王

祭 38.0％という結果となり皆様のイメージ通り

だと思います。 

またもう一つの 2015 年の着地型観光事業 1362

件のアンケートでは、観光ルートとして「津島市

へ訪問時に一緒に訪れたい観光地は」として多度

大社 47％、清須城 45％、キリンビール名古屋工場

40％でありました。 

やはり当津島地区の観光の名所となりうるのは

津島神社を中心としたものとなろう

と思われます。またその津島を楽し

むコースの中に、今年お付き合いい

ただいていますお茶の文化も大きな

観光要素になるかと思い

ます。当地区の抹茶文化

は長い歴史の中で生活に

しみこんできたものとも

思われますし、この土地の人柄や精神性にも通じ

ているように思われます。 

職業奉仕を考える時に当地区の生活文化が我々

の職業に大きな影響を与えていると思います。と

同時に働いている我々の共通の理解が保たれてい

るとも思われます。 

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、津島東高校に於い

て午後 4 時からインター

アクトクラブの例会が開

催されます。メイキャッ

プ対象となりますので、

ご出席頂きますようお願

いいたします。 

 西尾張ロータリークラブ美術展の案内が届い

ております。ご出展いただけます方については

私、田中までご連絡ください。締め切りは 2月

28 日まででございます。ちなみに出展料は御

一人 3,000円となっております。 

 2 月のロータリーレートは 1＄＝116 円でござ

います。 
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ニコボックス報告 第 3092回分 

山本達彦ニコボックス副委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①篠田先

生、卓話よろしくお願いしま

す。②インフルエンザ A型に

お気をつけください。③八谷

君の復帰を祝して。 

篠田廣君 ①本日卓話を担

当しまします。②ロータリー

ゴルフでまた優勝しました。 

後藤務君 うちの孫のポスターを貼っていただき

まして。 

加藤泰一郎君 先週は欠席しました。今週はイン

フルエンザにもかからず元気で出席しました。 

八谷潤一君 無事退院できました。松崎先生あり

がとうございます。 

相羽あつ子君、大河内勝彦君、坂井裕君、伊藤哲

朗君、山本達彦君、高木輝和君、伊藤幸蔵君、山

田公男君 八谷君の元気な顔を拝見して。 

野々山勝也君、服部貴君、山田勝弘君、吉田康裕

君、佐藤敬治君、猪飼充利君 八谷君の御復帰を

祝して！ 

伊藤哲朗君、岡本康義君、水野憲雄君、山田章博

君 19年ぶり日本人横綱誕生!! 『稀勢の里』お

めでとう！ 

相羽あつ子君、伊藤哲朗君、伊藤誠君、児玉昭君、

佐藤敬治君、杦田勝彦君、寺島淳一君、中村陽介

君、幅辰雄君、堀田力男君、前田昭生君、山本達

彦君、余郷利彦君 Weekly に写真が載りました。 

松本浩義君、加藤隆朗君、松崎安孝君、安江正博

君、横井知代君、河西あつ子君 その他。 

事務局 M.S 不覚にもインフルエンザ A の評価を

いただき、自宅監禁のため今日は皆さんにお会い

できません。と～～っても残念です!! 

 
卓 話 

卓話担当：篠田廣君 

演  題：「私のゴルフ人生」 

 

新年早々病気の話はやめに

して、ゴルフ談義をしたいと

思います。 

 私が初めてクラブを握った

のは医学部を卒業して病院に

勤めてすぐ 25歳の時で、約 50

年前になります。当時「ジャ

ンボ尾崎」により日本中がゴ

ルフ・ブームになっており、病院の多くの先生か

らゴルフを教わりました。一生懸命に練習して 1

年で 70台のスコアが出るようになり、以後ゴルフ

にのめり込んでしまいました。病院時代はヒマも

カネもなく、月イチゴルフが精一杯でしたが、開

業してからは毎週日曜日、正月休み、ゴールデン

ウィーク、盆休みと年 3 度の連休には海外のゴル

フ場へと出かけていました。私が開業して 3 年目

に三好カントリーHCP3 の Dr.伴野と出会ってから

は、ハワイから米国全土へとゴルフ場からゴルフ

場へとレンタカーを借りて走り回りました。 

プレイをしたコースを回想しながら説明しまし

ょう。ハワイにはオアフ、マウイ、カウアイ、ラ

ナイ、ハワイ島等がありますが、一番はハワイ島

です。ここはコースが北斜面にあり、風が少なく

て暑くもなく快適にゴルフができます。№１はシ

ニアツアーが開催されるフアラライＣＣ（余談で

すが、私はここで 2 度目の結婚式を挙げました。

17年前にサンセット・ウェディングでした。ごめ

んなさい）、№2はマウナラニＣＣ、№3はマウナ・

ケアＣＣ、№4 はワイコロアＣＣ（ここは 3 コー

スあり、ゴルフ場の中をシャトルの電車が走って

います）。 

次にオアフ島の皆さんよくご存じのハワイア

ン・オープンが開催されるワイアラエＣＣ（ここ

はメンバー同伴オンリーです）。コオリナＣＣは

コース内のＪＡＬのホテルに泊まればプレイでき

ます。マウイ島は 1 月の初め、前年のＰＧＡのチ

ャンピオンのみが出場できるカパルア地区のプラ

ンテーションコースで、かなりトリッキーなコー

スです。日本人が多くプレイするのはワイレア地

区のワイレアＣＣで 3 コースありますが、大変景

色もよくキレイなコースです。 

次にカウアイ島へ行きましょう。この島もかな

り広い、たくさんのゴルフ場がありますが、有名

なのはカウアイ・キエレとカウアイ・ラグーンで

大変偏西風が強く難しいコースですが、一度はや

ってみたい所ですよ。 

私達がアメリカ本土のゴルフ場へ行ったのは今

から 30年程前で、若かったので東海岸のフロリダ

から毎年北上し、サウスカロライナ、ノースカロ

ライナ、バージニア、ウェストバージニア、ニュ

ーヨーク、オハイオ、ケンタッキー、シカゴと各

州の有名なゴルフ場を廻りました。初めてのコー

スは有名なＴＰＣソーグラスでピート・ダイ設計

のアイランドグリーンで、カルチャーショックを

受けたのを忘れません。日本では当時みられない

130 ヤードほどのショート・コースですが、浮島

の小さなグリーンで 4 回打ちましたが一度ものり

ませんでした。その翌年はサウスカロライナのマ

ートル・ビーチで全米で一番ゴルフ場の多い市で、

5泊 6日、6ラウンドのゴルフ付きで 6万 5千円と

大変安くて、多くのゴルファーが世界中から集ま

っています。 

帰りの飛行機の中でいつも次のゴルフ場を決め

ていたのですが、機内放送で現在ノースカロライ

ナの上空ですと案内があり、則パインハーストゴ

ルフクラブと決定、ここはドナルド・ロスという

スコットランドの医師でゴルフ場設計の天才の作

で、今から 130年も前に作られました。 
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全米オープン、全米女子オープンの舞台にもな

り、特徴的なのはすべてのグリーンは鉋台で 4 畳

半くらいのスペースにオンしないと全部こぼれて

しまうように設計されており、非常に難度が高い

コースでした。またここには、№1～№8 までの 8

コースが隣接し、技術に応じて選べるようになっ

ています。 

この翌年はシカゴでタイガーウッズで有名なコ

グヒルＣＣでプレイしましたが、ゴールデンウィ

ークだというのに吹雪で大変、それでも日本から

遠征しているので無理矢理スタート、クレージー

ジャパニーズと言われて出ていきましたが、残念

にも 3 ホール行ったところでギブアップ、続いて

翌年はオハイオ州コロンバスにあるジャック・ニ

クラウスのホームコースで日本の杉山選手が優勝

したメモリアルトーナメントの会場のミュアフィ

ールド・ヴィレッジＣＣに行きましたが、あいに

く小雨が降っていて、ハウスに着いたらクローズ

ドでガッカリ。ところが日本からクラブの理事長

にお土産に買った時計をプレゼントしたら、これ

からオープンしてプレイＯＫと、雨もやみ全く

我々だけで貸切でした。どこの国でも一緒だなあ

ーと思いました。 

その 5年後（2000年のゴールデンウィーク）に

オハイオの隣りの州ケンタッキー州のバルハラＣ

Ｃでプレイしましたが、ここもニクラウスの設計

で、翌年に全米プロゴルフ選手権が行われました。

バルハラＣＣもメンバーコースですが、トヨタの

創始者 4 人組の 1 人でアイシン精機の寺田氏が一

緒でしたが、彼は私のイトコのご主人でケンタッ

キーにトヨタの工場を作るときに、2000人以上も

面接して従業員を選び、当時の全米トヨタ社長の

張さん（その後日本のトヨタ社長になられた）と

は隣同士で懇意にされていたそうです。プレイ後

はケンタッキーダービーで有名な競馬場で馬券を

買って観戦しました。 

その後も中国の昆明、杭州、北京、海南島やシ

ンガポールのビンタン島、タイ、グアム、オース

トラリアと 50 年くらいの間にどれ程のコースを

回ったことか。 

また昨年のゴールデンウィークには、ＲＣの高

木さん、前会長の三谷君、伊藤哲朗君、山本達彦

君、伊藤幸蔵君と幅さんのイトコの栄司氏とペブ

ルヴィーチで楽しくプレイしていただき、いい記

念になりました。私も 70歳を過ぎて、最近はリハ

ビリのゴルフになりましたが、ロータリーの仲間

をはじめ、今までに一緒にゴルフを通して知り合

った人達、そしてゴルフ場は私の捨てがたい宝も

のです。皆さんもこれからの人生もっともっとゴ

ルフを楽しんでください。 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 1月 26日（木）、桑名ＣＣにてゴルフ会が開

催されました。10人が参加し、篠田廣君が優勝、

翌日の卓話に花を咲かせました。次回の 2月 23

日(木)も元気いっぱいプレイしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pinehurst №4 

Pebble Beach 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 篠田 廣 43 45 88 4 84 

2 位 高木輝和 46 52 98 13 85 

3 位 幅 辰雄 51 45 96 10 86 

 

加藤則之副会長 
吉田康裕君 

伊藤誠君 杦田勝彦   山田勝弘 

会場委員長  親睦活動委員長 
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次回例会 

第 3094回 2月 10 日 (金) 

卓話担当：ロータリー情報委員長 

鈴木吉男君 

演  題：「ポール・ハリスと 

米山梅吉の生涯」 

お知らせ 

 

■西尾張分区ＩＭ 

と き： 2月 18 日（土） 

第一部 式 典 16：00～ 

第二部 懇親会 18：00～ 

        （指定着席） 

ところ：名鉄ニューグランドホテル 7Ｆ 

ホスト：あまロータリークラブ 

 

■第 22回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：2月 17日（金）16：00 

 ところ：津島東高校北館 2中教室 

 

 
ロータリーニュース（1月 17日） 

 

 

 

 

 

1月 16日（月）、米国サンデ

ィエゴで開催されたロータリ

ー国際協議会で国際ロータリ

ー会長エレクト、イアン H.S.

ライズリー氏（オーストラリア、

サンドリンガム・ロータリーク

ラブ所属）が講演し、持続可能

な奉仕というロータリーの目

標にとって、環境保護と

温暖化抑止が極めて重

要であると訴えました。 

次期地区ガバナーに

向けて講演したライズ

リー氏は、2017-18 年度の会長テーマ「ロータリ

ー：変化をもたらす」を発表しました。 

環境の悪化と世界的な気候変動は全人類への脅

威であると、ライズリー氏は述べます。「影響を

最も受けやすいのは弱い立場にある人たちであり、

そのような人たちこそ、ロータリーが助けていく

必要があるのです。それにもかかわらず、環境問

題がロータリーで議題に上がることはほとんどあ

りません」 

環境悪化は、国連の「脅威、挑戦および変革に

関するハイレベル・パネル」によっても主な脅威

のひとつとされています。 

ライズリー会長エレクトは次のように続けます。

「環境の持続可能性がロータリーの懸念分野では

ないと言えたのは、昔の話です。今や、環境問題

はあらゆる人にとって懸念すべきことです」 

会長エレクトはさらに、7 月 1 日の新年度開始

から 2018年 4 月 22 日の「アースデイ」までの期

間に、各クラブで会員数と同じ数の植樹をするよ

う呼びかけました。木を植えることで、空気中か

ら二酸化炭素やそのほかの温室化ガスを除去し、

地球温暖化のスピードを和らげる効果があります。 

「この取り組みで 120 万本の新しい樹木が植えら

れ、環境への良い影響があるでしょう。しかし、

それよりもっと大きな影響があると願っていま

す」と会長エレクト。「それは、この取り組みを

通じて、この地球に住む人だけでなく、地球その

ものを救う責任がロータリーにはあると、私たち

が気づくことです」 

ロータリーの未来を守る 

ライズリー会長エレクトはさらに、2017-18 年

度地区ガバナーに向け、クラブ会員の男女のバラ

ンスを改善し、平均年齢を下げるよう求めまし

た。  

ロータリーにおける女性会員の割合は、10年前

の 13％よりは増えたものの、現在も全体の 22％に

すぎません。このペースだとロータリーが男女均

等を実現するまでにあと 30 年かかると、ライズリ

ー氏は述べます。 

一人ではできないことも力を合わせれば実現で

きると、私たちは知っています。 

「私たちの住む世界を反映したロータリーを実現

するために、30年も待っていられません。今、こ

れに優先して取りかかる必要があります」 

539 名の次期ガバナーのうち 103 名が女性であ

ることに触れた上で、会長エレクトは「地域社会

のすべての人とつながり、すべての人を代表し、

支援するためにリーダーシップを発揮できる」女

性をロータリーが必要としていると述べました。 

さらに、現会員のうち 40歳未満はわずか 5％であ

り、会員の大半が 60 歳以上であることにも触れ、

若い世代の入会と参加を促す方法をクラブが模索

する重要性を訴えました。 

「若い会員の入会促進に真剣に取り組まなければ、

10年後、20年後にロータリーがどうなっているか

を想像してみてください」 

会長エレクトはさらに、クラブが独自の決定に

基づいて活動できると述べた上で、ロータリーの

発展と将来を守っていくには、世界的なチームワ

ークが必要であると力説しました。 

「一人ではできないことも力を合わせれば実現で

きると、私たちは知っています。（中略）このチ

ームワークと協力の精神を忘れずに、地区に戻っ

て実践してください」 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2月 17日（金） 

2017-18年度 

ライズリーRI会長の講演 

 

例会変更 


