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吉田

篤生 会長

みなさんこんにちは。
そろそろお盆休みを迎える企業も多いと思いますが、今週末はまた台風が接近しているようです。関東方
面に接近してきている台風13号に加え、南方には台風14号も発生し、お盆中は台風のニュースが続きそう
です。関西への影響は少なそうですが、災害続きの昨今、備えあれば患いなし、気が緩まないように注意し
なければと思います。お盆休みとなると、遠出する機会も多いかと思いますので、みなさんもご注意下さい。
個人的な話ですが、今日のわかやま新報に記事が載ったので報告しておきます。
先日、会社で資金調達の社債を発行しました。紀陽銀行の「紀陽 CSR 私募債」という制度を活用してです。この制度は、
私募債の発行に関わる手数料（紀陽銀行に支払う）の一部を、地域に寄付できるものです。これを利用して和歌山県立桐蔭
高等学校に短焦点プロジェクターとマグネットスクリーンを寄付させて頂きました。
校長先生と色々お話しさせて頂いたのですが、気軽に寄付を募れる私立高校と違い公立高校は寄付が少ない為非常に助か
ると言って頂けました。
今後も機会があれば、地域の為に貢献できる寄付を行いたいと思いました。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

・和歌山北ロータリークラブとの合同例会開催のお知らせ
９月６日→９月３日（月）18：30～ ホテルグランヴィア和歌山
・ガバナー事務所夏季休暇のお知らせ ……………………………………………………………………… 回覧
・「第17回ロータリー全国囲碁大会のご案内」………………………………………………………………… 回覧
・こばと学園だより… …………………………………………………………………………………………… 回覧

委 員 会 報 告

皆出席表彰

青少年奉仕委員会 武田 慎介 委員長
９月８日（土）こばと学園夜店にて当ク
ラブ主催の大抽選会を開催しますので、お
手伝い頂ける方は午後７時にこばと学園
園庭にご集合下さい。

飯沼

１年皆出席通算４年

おめでとうございます

卓話「私のゴルフの楽しみ方」

名誉会員 駒井

私は今年で米寿を迎えました。大学を
卒業した同級生は40名でしたが、20名が
既に亡くなっています。医者を続けている
人はなく、 患者を診ているのは私ぐらい
です。勿論ゴルフなどやっているのは私1
人です。流石に私もドライバーの飛距離
は160ヤードほどしか飛ばず、5番の FW で140ヤード、計
300を目標にしています。ミドルコースはあとウエッジでピ
ンそばに寄せ、そしてパターで勝負するというのが戦法で
す。レギュラーティから打っていますが、飛距離が年々落
ちてきました。筋トレや毎日クラブの素振りをやりましたが、
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武さん

則彦さん

80歳を過ぎると全く効果はありません。年を取っても筋肉
はトレーニングで太くなり、筋力も付く筈ですがスイングは
速くなりません。理由は筋肉も硬くなり伸びにくく、骨をつ
ないでいる靱帯も弾力性を失うから体が速く動かないので
す。毎日使っている手の指でも曲がり難くなります。体の衰
えを道具で補えるのは限られています。高反発クラブも中
心を外すと飛びません。ボールもクラブヘッドと相性があり
ます。高反発のボールはヘッドスピード43m/sec 以上ない
と効果は出ません。結局2層の安いディスタンス系がよく飛
びますが、アプローチで止まりません。結局、結論は100
ヤード以内の小技を磨くことです。私はウエッジを5本入れ
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ています。今、一番情けないのは自打球の飛んで行くのが
途中でビタミン剤入りのドリンクを飲む人がありますが効果
目で追えないことです。動体視力の低下と距離に応じて素
はありません。甘いもの、私は甘酒か汁粉を飲みます。糖
早く焦点を結べないためです。しかし、カートを使用しても 分が素早くエネルギーになります。それと、キャデーバッグ
6㎞あまり歩きます｡ 当夜は足が攣ることもありますが4、5
や衣装にも気をくばると楽しくゴルフができます。楽しみは
日は気分が爽やかになります。新陳代謝がよくなるのと血
スコアではありません。気の合う友達と、いろんな楽しみ
液循環がよくなるからでしょう。喉が渇いていなくともスポー を見つけてゴルフをエンジョイしています。これが私の年寄
ツドリンクを各ホールごとに一口飲みながら回っています。 りゴルフの楽しみ方です。

細川竜二さん
入会歓迎会
2018年8月9日
（木）18：30
ダイワロイネットホテル4F

出席者（敬称略）

赤井、飯沼、乾、奥村、樫畑、角谷、加納、亀田、北浦、木下、佐藤、瀧川、武田、竹村、田原、寺下、
中山、西岡、藤村、古屋、細川、水谷、村田、山本、吉田（25 名）

にこにこ箱
内畑
村田
寺下

瑛造さん
昌之さん
浩彰さん

島

公造さん

駒井先生、卓話有りがとうございます。
駒井先生に感謝して。
駒井先生お元気で何よりです。今日の卓
話楽しみです。
駒井先生、本日はありがとうございます。
いつまでも卓話楽しみにしています。
駒井先生卓話宜しく御願致します。
駒井先生、本日の卓話楽しみにしています。
駒井先生いつもありがとうございます。
卓話たのしみです。
駒井先生本日、卓話よろしくお願いします。

堀岡 忠男さん
樫畑 友洋さん
上中 崇司さん
片岡

聖佳さん

本日の累計

ありがとうございました

42,000円（計15名15件） 〔お誕生日お祝い

本日の例会

三木

奥村 申二さん

駒井先生、本日の卓話よろしくお願いい
たします。
お花ありがとうございます。
細川さんの歓迎会を祝して。
駒井先生卓話よろしくお願いします。
駒井先生、本日はよろしくお願いいたし
ます。
駒井先生、卓話よろしくお願いします。

（皆出席表彰）
飯沼
武さん

皆様のおかげで４年皆出席となりました。

西岡
崇さん
水谷
豊さん
吉田 篤生さん
乾
敦雄さん

51,000円 皆出席表彰

8月23日
（木）

■卓話「一隅を照らす光となれ！」

和歌山商工会議所青年部
■お誕生日お祝い
田原 久一さん
佐藤 義記さん
亀田 直紀さん

会長

太田

保典さん

隆さん

5,000円 その他

195,000円 累計

次回の例会

8月30日
（木）

■卓話「東京から帰ってきました」 当クラブ会員 細川 竜二さん
前回の例会

８月２日 ･ 三毛理一朗さん
８月８日 ･ 大室 貴一さん
８月24日

８月３日
８月16日

■ピアノ演奏
中井 利枝さん
カラー・オブ・ザ・ウィンド
（Alan Menken）
美女と野獣（Alan Menken）

251,000円〕

8月9日
（木）

■卓話「私のゴルフの楽しみ方」 名誉会員 駒井 則彦さん
■ロータリーソング
水谷
「和歌山市市歌」「四つのテスト」
メーキャップ

豊 ソング委員長
（敬称略）

8月20日
（月）和歌山アゼリア R.C.
国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日

内畑 瑛造、古屋 光英

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 41名（内出席規定適用免除会員9名）

事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
出席してください。
出席報告
31名/37名
83.8％ 皆さん、
会報・広報委員会／樫畑 水谷
友洋 豊竹村出席委員長
克治
西岡 崇 ７月26日
玉置 （メーキャップ後）
博康
８月９日
（本 日）
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