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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング　「歓迎の歌」　　　

●新会員紹介　鼓呂雲健造会員

●ゲストの紹介　

　　金光八尾高校　インターアクトクラブ

　　　顧問　前田裕子様　森祥太郎様

　　　生徒　３年生　古田篤哉様

　　　　　　　２年生　岩本有加様・柳美初様・

　　　　　　　　　　　　浜田佳奈様

　　　米山奨学生　陳　韋宏様

●在籍表彰

会員年次表彰

　在籍２１年　中川廣次会員

　在籍１２年　松井良介会員

●お誕生日お祝い

　　山本義治・佐野　清・澁谷登志和・

　　柏木武生宜会員

●出席報告

●米山奨学金贈呈

●会務報告

　　　「会長の時間」「幹事の時間」

●SAA報告　ニコニコ箱

▼卓　　話　

　　「インターアクト活動報告」

　　金光八尾高校　インターアクトクラブ

　　　顧問　前田裕子様　森祥太郎様

　　　生徒　岩本有加様・柳美初様・浜田佳奈様

●閉会　「点鐘」

■卓話予告　　 

3/14　危機管理委員会　委員長　泉　博朗様

3/28　「胆道がんの予防・早期発見と治療」

　　　　　　　佐々木　洋名誉会員

4/4　「私を語る」　友田　昭会員・曽家清弘会員

4/14　ＩＭ第４組ロータリーデー

4/18　日本熊森教会

4/25　「茶の湯・Why&Because」

　　　　　　　表千家　南　美鈴様

第2761回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリー：変化をもたらす　国際ロータリー 会長　イアン H.S. ライズリー

国際ロータリー　第2660地区　テーマ

個性を活かし、参加しよう　国際ロータリー 　第2660地区  ガバナー　片山　勉

八尾ロータリークラブ　テーマ　和の心を持ち、魅力あるクラブライフを　 会長　菅野　茂人



　今年の冬は本当に寒い日が続き、北陸地方も

記録的な大雪で被害が多く出ました。またインフ

ルエンザも大流行し、クラブの出席率にも影響を

与えました。私も二度風邪を引いてしまいました。

先日から少し暖かくなってきた様ですが、寒の戻

りもありますので、気を引き締めていきたいと思い

ます。

　本日はプロゴルファーの山本義隆プロが、卓

話にお越し頂きました。私がゴルフに熱中してい

たころ、山本義隆プロと言えば、日本一美しいス

イングと言われて、前田晋作プロや中村通プロ

等とともに関西を代表するプロの一人で、アマ

チュアゴルファーの憧れの存在でした。この後、

卓話を宜しくお願いします。

　今年のプログラム委員長・小谷会員は、ゴルフ

部の部長を兼任されています。先月のイ・ボミプ

ロの清水キャディとゴルフ好きには楽しい企画で、

勉強もさせて頂いて喜んでいます。有難う御座

います。

　さて本日の会長の時間ですが、ロータリーの歴

史の話は次回にしまして、スポーツつながりで先

週閉会式を終えました平昌冬季オリンピックの事

を話したいと思います。

　日本選手の大活躍で大変盛り上がった大会で

した。特にフィギュアスケートの羽生選手とスピー

ドスケートの高木、小平選手の活躍には、感動さ

れた方も多かったと思います。休みと言うこともあ

り、ライブで応援し、苦境から掴んだ勝利に日本

中が歓喜しました。

　でも開幕前は盛り上がりも少なく、メダルの期待

もあまりしていませんでしたし、平和の祭典と言

われながらも、政治色が強く、政治の祭典と皮肉

を込めて言われていました。

　選手達の活躍がなければ、いやなイメージだ

けが残るオリンピックになったのかも知れません。

またあの国の動向に疑問が残るばかりで、核の

脅威が去った訳では有りません。この点に気を

引き締めて、見守りたいと思います。

▼23日にIM第4組次年度の会長幹事会が開

催され、山本（勝）・澁谷会員が出席されまし

た。

▼24日に米山の歓送会が開かれ、陳君と大

槻会員が参加されました。

▼本日、金光八尾の卒業式が開催されまし

た。

▼3月3日にPETS（会長エレクト研修セミ

ナー）が開催され、山本（勝）会員が出席され

ます。

▼本日例会後、RYLA実行委員会を開催し

ます。

「あの頃ボクは若かった　昭和の履歴書」

▼プロゴルファー・山本　善隆　様

　15歳でプロテストに合格、24歳で初優勝。

その後も日本プロなどで優勝し、現在も現役

でやっております。

　本日はこのような機会をいただき、ありがと

うございます。こうしたことも、これまでゴルフ

をしてきたおかげと、日々感謝しております。

ゴルフはそこそこ上手いと思いますが、話す

のは下手ですのでご了承ください。

　私がプロになる２年前ぐらいから、ジャンボ

尾崎さんらがブームとなり、杉原輝夫さんらも

活躍されていました。

　今と違って昔は、「自分がルール」のように

されていた選手もおられました。OBを打って

もギャラリーが多く、その中からボールがフェ

幹　事　報　告

卓　　　話

会　長　の　時　間



アウェイに戻ってくることもありました。

　人気のある選手が予選落ちされたりすると

大会も盛り上がらないので、少々ではペナル

ティをとらないような風潮もありました。グレッ

グ・ノーマンがクレームしても、とられなかった

こともあります。

　青木功さんがバンカーに入れたとき、私が

ペナルティをアピールしたのですが、認めら

れなかったことがありました。「さすがにあのク

ラスになると、そういうことがまかり通って、そ

の結果として優勝もできるのかな」と思ったこ

ともありましたが、今はそういうわけにはいき

ません。

　おかげさまで私は、今も現役でプレーでき

ています。この歳になってもできるゴルフは、

本当にいいスポーツだと思います。年齢を問

わずにできるのが、大きな魅力の一つです。

　ゴルフは道具とボール、そして体力が揃え

ばできます。日頃から少しでも散歩をしたりし

て運動していると、スコアも落ちないものです。

　実は先日、使っているボールを変えました。

　パターがイップス気味で悩み、いろいろと

試行錯誤したのですが、発想を変えてボー

ルを新しいものにしてみました。おかげで少

し、ましになりました。

　ゴルフは年齢を重ねても努力すれば、ハン

ディはアップしないかもしれないが、現状維

持はできると思います。これから皆さんも、ど

うぞゴルフを楽しんでください。

　飛距離はやはり、年齢とともに落ちるもので

す。そして結局、道具に頼ることになるので

すが、いい道具にはなかなか巡り会えないも

のです。

　皆さんもそうだと思いますが、プロ選手でも

そうです。これは本当に、いろいろ買って試

してみるしかないと思います。プロでもいろん

なタイプの選手がいますので、それぞれに

合ったものを探す努力が必要です。

　パターの調子が悪く、３パットしてしまう時期

がありました。これはプロとしては、みじめなも

のです。そこで試しにボールを変えてみたら、

中尺のパターでも入ったのです。そこで元の

パターでやってみても、結構入りました。

　ゴルフはやはり、精神的なものも大きいと感

じます。自信がつくと、がらりと変わるもので

す。だから私もボールを変えて調子が上向

いている、今年が楽しみです。

　ストレッチなどについては、テレビでもよく紹

介されています。それをどれか取り入れてみ

るのも、いいと思います。股関節を広げるな

ど、可動域を広げることが大切です。少しず

つでも続けていれば、変わってくるものです。

　イップスについては、自分でイップスに陥っ

てしまう側面もあると思います。まわりの人た

ちがとても飛ばすのを見ると、つい自分も力

が入ってしまったりして、調子を崩します。や

はりイップスは、メンタルの問題が大きいので

はないでしょうか。

▼菅野会長 山本善隆プロ、本日の卓話よろ

しくお願いします。

▼宇野副会長　山本善隆様、卓話楽しみに

しています。

▼長竹幹事　越中八尾記念式典参加、記念

委員会・親睦委員会の皆様宜しくお願い致

します。

▼佐々木名誉会員　月に一度来るか来ない

かになってしまってすみません。例会欠席お

詫び。バッジ忘れ。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 柏木武生宜　　副委員長 ▼ 相馬　康人
委 　員 ▼ 中島　　孝夫　　吉本　憲司

■ 出席報告

月日

2/14

2/21

2/28

会員数

56

56

56

出席

46

42

45

うち出席規定
適用免除者

9

10

13

メーク
アップ

0

出席率

93.87％

84.00％

84.91％

確定
出席率

93.87％

▼佐野会員　山本善隆プロ、卓話ありがとう

ございます。楽しみにしております。美食会

ありがとう。

▼高井会員　山本善隆様、本日よろしくお願

い致します。

▼中西（啓）会員　例会欠席お詫び。

▼中川（廣）会員　良い事がありますように。

▼山本（勝）会員　山本プロ、良い話をありが

とうございます。

▼笠井会員　良い事と悪い事が有りました。

▼飯田会員　昨日は有難うございました。良

い事が有りました。

▼濱岡会員　山本善隆プロ、本日は卓話よ

ろしくお願い致します。

▼澁谷会員　美食クラブの皆様お世話にな

りました。

▼吉田会員　金光八尾高校の卒業式に行っ

てまいりました。

▼野村会員　先日の青少年奉仕委員会あり

がとうございました。大変充実した委員会とな

りました。

▼西村会員　美食クラブありがとうございます。

例会欠席お詫び。

▼幡田会員　飯田先輩、最高に美味しかっ

たです。澁谷次年度幹事、昨日の問題今朝

解決しました。ありがとうございます。

▼相馬会員　皆様、本日も多額のニコニコあ

りがとうございました。

美食クラブ参加させていただいて有難うござ

いました。

▼藤田会員　美食クラブお疲れ様でした。あ

りがとうございました。

←　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今 後 の 予 定

月 火 水 木 金 土 日

理事会

PETS（会長エレクト
研修セミナー）

水と衛生月間

月

月 火 水 木 金 土 日

理事会

春のＲＹＬＡセミナー

春の
ＲＹＬＡ
セミナー

地区研修・
協議会

母子の健康月間

月
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