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国際ロータリー2017～18 年度会長 イアンＨ．Ｓ．ライズリー 

  

第 2779回例会 平成 30年 1月 19日（金） 

・出席奨励          香取 竜也 リーダー 

12 月の出席率は 71.47%でした。11 月の出席率が 69.87％でしたの

で、先月よりは少し良くなっております。今日は会員増強・退会防

止委員会主催で入会 3 年未満の会員の方、そして委員の方は早めの

夕方 5 時半から懇談会を開催しますので出席をお願いいたします。 

 

・Ｓ．Ａ．Ａ．        高根 完 会員 

例会中の携帯電話につきましては、マナーモードでお願いします。

また、例会を欠席される場合は、必ず事前に連絡をお願いいたしま

す。2017 年－18 年度 RI 会長賞の中で「クラブサポートの強化に

おいて、様々な考え方や経験をもつ会員がいれば、クラブに新鮮な

アイデアがもたらされ、地域のニーズを幅広い角度から理解できま

す。クラブが地元や世界に変化をもたらすには、会員の積極的参加

を促し、そのスキルと関心を生かし、会員の声をクラブの未来に反映させていくことが大

切です」とあります。（クラブ活動計画書 4 頁）会員の方々の積極的な参加から様々な意

見が交わされる楽しい例会を今後もできますよう、ご協力をお願い申しあげます。また 1

月 26日 18時より U－シティホテルで S.A.A.の委員会がありますので出席をお願いします。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

◇ ロータリーソング    それでこそロータリー 

◇ 四つのテスト      菊地 貴 会員 

◇ お客様 

 松戸西ロータリークラブ 山本 衛 様 

 成田コスモポリタンロータリークラブ    宇都宮 高明 様 

 成田空港南ロータリークラブ  土屋 俊夫 様 

   リッチモンドロータリークラブ  アンナ ワーポール 様 

              お嬢様  ブリジット ワーポール 様 

 オプトあらき専務取締役 （元ローターアクト）  荒木 美香 様 
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◇ バナー交換 

リッチモンドロータリークラブ  アンナ ワーポール 様 

 リッチモンドロータリークラブは、現在、男性 34 名、女性 12 名の

会員がおります。私は子供が 4 人おりますが、一番下の娘が大学を

卒業したのを機にリッチモンドロータリークラブに入会いたしま

した。入会して 7 カ月です。私は 30 年

以上前、ローターアクトの交換プログ

ラムで船橋西ロータリークラブ、千葉ロ

ータリークラブ、木更津ロータリークラブでお世話になりまし

た。今回は、成田ロータリークラブにメーキャップの機会を下

さり有難うございます。 

 

◇ 誕生祝い 

大木健弥会員(ｓ19.1.2）、山田真幸会員(ｓ25.1.10） 

神﨑誠会員(ｓ33.1.17）、藤崎礼子会員(ｓ35.1.8） 

浅野正博会員(ｓ48.1.11）、成島陽子会員(ｓ46.1.20） 

◇ 結婚祝い 

山田真幸会員(ｓ54.1.25) 

【欠席】 

湯川芳朗会員(ｓ54.1.22）、笹子恵一会員(ｈ5.1.11） 

 

◇ ニコニコボックス 

南日 隆男 会員： 1 月 14 日の日曜日、香港の空港で貨物のビルド

アップ競技会というのがございまして、私が社長をしております成田

エアポートサービス株式会社の社員と吉田会員が社長をされているサ

ンヨーエアサービスの合同チームが見事 3 位に入賞いたしました。あ

わせて、行かなくてもいい 10 人ほどの応援団のパフォーマンスが優勝

ということで 1,000 香港ドルを貰って呑んできました。 

 

◇ 表彰 

ロータリー財団 

マルチプルポールハリスフェロー 堀口 路加 会員  

 

◇ 委員会報告 

・会員増強・退会防止委員会 諸岡 正徳 委員長 

先ほど香取会員からも案内がありましたが、本日ビューホテルで 18

時から入会 3 年未満の会員の方を対象とした会員増強・退会防止委員

会を開きますのでご参加お願いいたします。また、委員会に先がけま

して、委員の方には 5 時半にお集まりいただければと思います。でき

ましたら、その時に活動計画書をご持参いただき、その点も併せてお

話させていただければと思っております。 
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・職業奉仕    石橋 菊太郎 リーダー 

例会終了後、別の部屋で委員会を行います。ご出席、宜しくお願い致

します。 

 

＜医療報告＞    橘 昌孝 会員 

去年の 1 月末で耳鼻科の医者を辞めておりますが、医師会の方に

お願いして今年から感染症発症情報を送っていただくことにしま

した。去年の暮れまではたいした事はなかったのですが、先週から

の 1 週間、その前の週に比べますとインフルエンザの発症が 400

から 800 と急に跳ね上がっています。おそらく今月末から来月初

めぐらいまでは増える傾向にあると思います。皆さん、うがい手洗

いをしっかりやってください。口の体操をやってインフルエンザの発症が減った小学校も

あるそうです。簡単なので、皆様も是非やってみてください。今日、私の隣の人が咳をし

ておりました。咳をする原因というのは皆さん肺だと思っているでしょうが、実は胸の病

気です。ただ夜寝てから咳が多くなると言うのは耳鼻科の関係です。風邪をひいて鼻水が

出ます。昼間だと飲み込んだりしているのですが、夜は横になって寝ると上を向きます。

上を向いて垂れたものが気管に入るのを防ぐ為に咳が出ます。そういう方は鼻が悪いと言

うこともありますので、是非そちらも注意をしていただきたいと思います。 

 

◇ 会長挨拶    成田 温 会長 

新年早々、うれしいお知らせがガバナー事務所よりまいり

ました。 

この度、ロータリー日本１００年史編纂委員会より「ロー

タリー日本の１００年史」の別冊「１００人のロータリア

ン」に当クラブのパストガバナー故平山金吾氏が掲載され

る旨の連絡が来ました。 

日本のロータリー史は１９２０年に東京ロータリークラ

ブが創設され、そこから始まりました。１９７１年に「５

０年史」、１９８１年に「６０年史」が刊行されたそうです。したがいまして「ロータリ

ー日本１００年史」は２０２０年発刊予定になっているそうです。 

故平山金吾会員やご家族の方、そして成田クラブとしても大変名誉なことと思う次第であ

ります。 

編纂委員会からのお願いを掻い摘んでご紹介いたしますと、「１００人のロータリアン」

として取り上げるのにふさわしい、顕著なロータリー活動をなさったロータリアンや、優

れた理念、哲学の提唱によりロータリー運動の発展に寄与されたロータリアンの推薦を各

地区から２名ないし数名の推薦をいただき、候補者総数１６０名を検討いたしまして、１

００名に絞った結果、２７９０地区では平山金吾パストガバナーと土屋亮平パストガバナ

ーお二人が選ばれたそうでございます。 

尚、執筆者ですが執筆者は掲載候補者ご本人を熟知の方で地区の歴史に詳しい方に依頼す

る様にとのお願いもありましたので、理事会において了承を得、近藤会員にお願いいたし

ましたので合わせてご報告いたします。１，６００字を目安として原稿締め切りは２０１

８年６月３０日となっております。いまから出来上がりを楽しみにいたしましょう。 
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これにて会長挨拶を終わります。 

 

・ご挨拶   近藤 博貴 会員 

ロータリー日本 100 年史編纂委員会の企画により「100 人のロー

タリアン」という本を作成することになり、第 2790 地区から平山

金吾元会員が選ばれ、その原稿を書く役目を仰せつかりました。今

まで他人の人物評や伝記の様な文は書いたことがないので、果たし

てこの大役が務まるか不安を感じています。今回の原稿の締切は 6

月末ですが、平山秀樹会員やご家族、更には会員の皆様の御協力を

いただく必要があろうかと思います。今後ともよろしくご協力くださるようお願いします。 

 

◇ 幹事報告 

＜回覧＞ 

・例会変更 佐原、多古、白井ロータリークラブ 

・週報  佐原、旭ロータリークラブ 

・成田市国際交流協会より NEWS LETTER 2018 年 1 月号 

・成田市社会福祉協議会より「福祉なりた」第 125 号 

・交通遺児育英会より「君とつばさ」第 332 号 

・第 41 回 RYLA セミナー開催のご案内 

・国際ロータリー日本青少年交換委員会より RI 承認の報告と御礼 

・国際ロータリー年次大会にて「日本人親善朝食会」開催のご案内 

・財団室 NEWS 1 月号 

・ロータリー財団百年史お値下げのご案内 

・立法案承認の報告 

・地区財団寄付月次レポート最新版 

・RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）パートⅡ開催のご案内 

・「第 19 回ロータリー国際囲碁大会」開催のご案内 

・スリランカセミナー開催のご案内 

・ハイライトよねやま Vol.214 

＜連絡＞ 

・船橋西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ 創立５０周年式典・祝賀会のご案内 

・メディア懇談会 出欠表（１/30 締め切り） 

・地区大会出席者リストの確認をお願いいたします。（変更は本日１６時まで） 

・1 月のロータリーレートは 1 ドル＝114 円です。 
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◇ 卓話 

 ～～～ 自己紹介 ～～～ 

永井 秀和 会員 

（ゴルフ倶楽部成田ハイツリー総支配人） 

本日は、貴重なお時間を頂きありがとうございます。 

せっかくお時間を頂きましたので、ゴルフの経験のある

方は早くコースに出たくなり、経験の無い方はゴルフを

してみたい、そんな気持ちになって頂ければ幸いです。 

 

ますは自己紹介から 

私、永井秀和は長野県中野市で 1961 年 2 月 22 日に生

まれました。 

長野県中野市は善光寺のある長野市とスキーで有名な

志賀高原の中間地点にあります。 

著名人では数多くの童謡を作曲した中山晋平、国民の多くが知っている「故郷」の作詞家 

高野辰之の出身地です。 

主な産業は、農業でリンゴやブドウなどの果樹ですが、近年はえのき茸の全国シェア 1 番

です。 

歴史は戦国時代川中島の戦い後上杉氏が支配しておりましたが江戸時代になり上杉氏が国

替えとなった為、幕府の直轄地となりました。明治 3 年には一旦中野県がおかれました同

年の一揆の騒動で現在の長野市に県庁が移った経緯があります。 

また、1961 年（昭和 36 年）は如何いった年かと言うと、ジョン・F・ケネディがアメリ

カ大統領となり、ソ連ではユーリイ・ガガーリンが初の有人衛星に成功し東西冷戦の始ま

った年です。 

国内では大相撲で大鵬が 6 場所中 3 場所で優勝、セリーグではジャイアンツが優勝と「大

鵬・巨人・玉子焼き」の時代です。 

音楽では、石原裕次郎・牧村旬子の「銀座の恋の物語」、坂本九の「上を向いて歩こう」

植木等の「スーダラ節」、西田佐知子の「コーヒー・ルンバ」などがヒットした年です。 

また、コマーシャルソングもこの年流行ました。 

サントリーの「トリスを飲んでハワイに行こう」、ハトヤホテルの「伊東に行くならハト

ヤ」西宮酒造の「日本盛はよいお酒」、レナウンの「ワンサカ娘」などがあります。 

裏話ですが、トリスを飲んでハワイに行こうですがこの年は日本人の外国旅行はまだ制限

されており実際にハワイに行けたのは 2 年後の事でした。また、実際にハワイに行った方

は当選者 100 名中 30 名程で後の方は換金したそうです。 

社会人としての永井秀和は、長野で旅行の企画から添乗まで 15 年間業務しその間 20 か国

以上の国や地域に行きました。現在のロシアは当時まだソ連で、エルミタージュ美術館の

あるサンクトペテルブルグはレニングラードと呼ばれておりました。 

ゴルフ場の仕事は 1997 年からでゴルフ場の立ち上げという貴重な経験が出来ました。 

1998年に開催された長野オリンピックではボランティアに参加し開催期間中約2週間毎朝

5 時に起きスキー場に通いました。 
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2003 年に転職に伴い上京し、その後支配人として 3 ヶ所のゴルフ場に勤務し、2008 年か

らは渋谷の本社で他企業さんの保有するゴルフ場の運営コンサルの仕事をしました。 

殆どの企業は当時本業回帰の為、保有するゴルフ場売却が目的でその為、収益を改善する

必要があったのです。 

そんな中、現在私が勤務しているゴルフ倶楽部成田ハイツリーからも依頼がありました。 

ただ、ゴルフ倶楽部成田ハイツリーへの提案は他のゴルフ場とは違い、会員の価値向上を

主目的としたもので自らそのお手伝いをする事になりました。 

 

ゴルフとの出会いは、24 歳の時でいきなりコースでのラウンドでした。 

もともと野球やテニスの経験のある私にとって、その時、止まっている球が思うように打

てないのが気に入らなくその日の内にすぐ練習場へ行きました。 

それから 3 年後には長野県アマチュア選手権に出場するなど夢中でゴルフをしておりまし

たが、1996 年ゴルフ場に勤務するようになり熱が冷めました。 

ここでゴルフ場について話をさせて頂きます。 

ゴルフ場には多くの木や池があります。その木（樹木）や池にはそれぞれ役割があります

ので説明致します。 

まず、ゴルフ場の樹木には多く分けて 3 つの目的があります。 

ひとつはグリーンなど狙うべきところを邪魔して難易度が増すようにするための戦略木、

通常は邪魔にはならないところにあるのが景観木、ホールとホールの間にありそれぞれか

ら来た球からプレーヤーを守るように植えてあるのが安全木です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

池についてですが写真のように水が溜まっていない調整池（ゴルフ場では「ち」と呼びま

す）これは、平成に入り法律が変わり大規模開発には豪雨の際、一定量一定時間雨が降る

ことを想定し浸透しない雨水を一時的にゴルフ場内に止め、一気に河川などに放流させな

い為に設置が義務付けられて作ったものです。 

一方写真のような池は修景池（しゅうけいち）と呼び景観を損ねない為に作られたもので

す。中には戦略上難しくする為に作られたものもあります。 
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せっかくですからコースの攻め方について話をしますので参考にしてください。 

画面のホールは短めのミドルホールです。攻め方としてはご覧のクロスバンカーに届かな

いクラブを選択、2 打目はグリーンやや手前の広いところ（花道）を狙って行きます。 

運が良ければ転がってグリーンに乗りますし、乗らなくてもアプローチがし易ところです。 

次のホールは左ドックのホールです。一般的に左ドックのホールではホールの右側へ打っ

て行きます。そうすることで次の球が打ち易くなります。その様に次の球が打ちやすいと

ころ想定しながら攻めるのがスコアーアップに繋がります。 

グリーンの攻め方で重要なのは、ワーストパットは距離合わせ、ラインを読み過ぎないこ

とです。そうすればセカンドパットは上りのストレートラインになり易いからです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ミドルホール 

左ドックのホール 

グリーン 
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次に道具です。ゴルフはクラブという道具を使ってプレーす

る競技です。自分にあったクラブを使うこともお忘れなく、

中でもライ角は重要な要素です。図のように先端が浮いてい

る場合ナイスショットをするとボールは左に曲がります。い

わゆるフックボールが出ます。 

逆に構えたときぴったりしていると実際には遠心力によるト

ーダウンが生じるのでボールはスライスします。プロの選手な

どはメーカーの方がきちんと計測しそのプロに合わせて作っ

ております。アマチュアではそこまで出来ませんが簡単に合わ

せることが出来ます。 

それはグリップです。短くもったりし長さで調整出来ます。長

く持てば先端が浮き、短く持てばスライスが出やすくなります。短く持ったりすれば距離

も変わってくるのでその時はクラブ選択を変えてください。クラブは最大 14 本持てるので

その辺もお忘れなく。 

 

最後にゴルフとは、 

・レベルや年齢に関係なく、いっしょに楽しめる競技 

・人柄が出やすいスポーツ 

  野球なども選手の個性がありますが大概は監督の指示や試合の流れを考えチームに貢

献出来るよう行動します。 

・審判のいない試合 

  そんなことからも個性が行動に出やすいのかもしれません。 

 

最後に「生涯楽しめる遊び」 皆様、接待ゴルフもありますがゴルフは「遊び」です。 

スコアーが悪かった時など目くじらを立てることの無いようゴルフを楽しんでください。 

 

貴重な時間ご清聴頂きありがとうございました。 

 

◇ 点  鐘   成田 温 会長 

 
出 席 表 

ＭＡＫＥ ＵＰ ＣＡＲＤ 

氏    名 月 日 ク ラ ブ 名 

渡辺 孝 各員 12月20日 成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝﾛｰﾀﾘｱﾝ 

諸岡 靖彦、堀口 路加 各会員 1月 16日 地区戦略計画委員会 

堀口 路加、石橋 菊太郎、渡辺 孝、橘 昌孝 
甲田 直弘、芦屋 源一、松本 大樹、桜井 誠 各会員 

1月 19日 職業奉仕委員会 

  

会員数 出席義務者数 出席数 欠席数 出席率 前回補正 

７２ ６９ ４８ ２１ ６９．５７％ ６８．５７％ 

事務局 〒286-0127成田市小菅 700 

     成田ビューホテル内 

     電話／FAX 0476-33-8786 

 

例会場 成田ビューホテル 
    電話 0476-32-1111 
例会日 金曜日 12：30 
例会出欠連絡先（直通） 
    電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078 

 


