人類への奉仕はロータリーの礎であり、世界
で意義ある奉仕を行う最善の道はロータリ
ー会員になることである。
国際ロータリー会長
ジョン F．ジャーム

国際ロ－タリ－２７８０地区
会長
八木 勉
幹事
高橋幸一
会報委員長 具 尚禮
会報発行
事務局

小こ
八木 勉会長

第 1085 回
司会

井上

会長挨拶

会長

水野

津久井商工会館 2F

TEL

042-780-0201

FAX

042-850-4830

毎週木曜日

時間

12：30~13：30

例会日

Ｅ-mail

八木

勉会長

trc@club.email.ne.jp

勉会長

斉唱

我等の生業

を以前はベテランの職人がやっていましたが、今
はコンピューター(3DCAD)で設計をするように
なりました。
このようにゴルフクラブがどんどん使いやす
いものに進化し、皆さんの成績も上がっていくと
思います。
次に実践の話をしますが、イギリスのゴルフ歴
史家であるクリス・プラムリッチ氏の統計による
と、一般のゴルファーは 11000 ラウンドに１回
ホールインワンを達成する確率があるそうです。
これはプロゴルファーの 10 分の 1 の確率で、年
末ジャンボ宝くじの 3 等が当たる確率の 4.66 倍
だそうです。
またギネスブックの記録によるとホールイン
ワンの最長記録は 408ｍ、最多記録は 47 回、最
年少記録は 4 歳、最年長記録は 99 歳ですから、
皆さんもまだこれから出る可能性がありますの
で、頑張って頂きたいと思います。
ちょっと珍しいホールインワンの話ですが、ジ
ョン・マティーノという人がノースキャロライナ
のゴルフクラブの 7 番ホールで 2 日連続ホールイ
ンワンを達成したそうですが、2 日目は一人でプ
レイをしていたため承認者がおらず、翌日コース
の管理主任を無理やり 7 番ホールに連れ出し、

朝晩大変寒くなってまいりました。風邪など
引かぬように気を付けて頂きたいと思います。
先月の地区大会、そして藤野ふる里まつりで
は皆様にご協力頂きまして無事に終えることが
できました。この場をお借りしましてお礼申し
上げます。
この時期は行楽やスポーツ、趣味などを楽し
むことが多いと思いますが、ほとんどの方が楽
しんでおられるゴルフの話をしたいと思いま
す。
まず、ゴルフのクラブというものは進化と流
行りがあります。有名なプロゴルファーが使っ
ているクラブを真似して使い、その人が違うも
のを使って良い成績を出せば、皆慌てて同じも
のを買うというのが流行りです。
そして進化というのは、物理学的、設計技術
の向上、新素材及び製造技術などによる性能の
アップということで、どんどん使いやすいもの
になっていきます。
物理学的な進化で言えば、クラブヘッドの慣
性モーメントの研究をして飛びやすく、振りや
すいクラブを製造するというようなことです。
設計技術の向上による進化は、クラブの設計

【出席報告者

相模原市緑区中野 1029

平成 28 年 11 月 10 日(木曜日)《16》

旭 SAA

八木

事務所・例会場

茂委員長】

現在会員数

出席対象数

本会出席数

本会欠席数

本会出席率

前回修正出席率

前々回修正出席率

17

14

12

2

85.71％

78.57％

100％

本日欠席者

高橋会員、具会員

打ったところ見事にまたホールインワンを達成
したそうです。何という強運の持ち主でしょう。
ホールインワンへの近道ということで、どう
いう状況の時に出やすいかと言いますと、一般
的に 130～150 ヤードの距離がもっとも入って
いるそうです。
お昼の食事をしたあと、少しお酒を飲んでリ
ラックスして、1 時から 2 時の時間帯が最も入
るというデータもあるそうです。皆さんもこの
時間帯に気合いを入れて狙ってみてはいかがで
しょうか。
以上のことを参考にして、皆さんも大好きな
ゴルフを頑張って頂ければと思います。

幹事報告

高橋幸一幹事

週報受領
相模原南 RC 相模原橋本 RC
RC 座間 RC

相模原柴胡

ｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚｚ
ロータリー関係受領書類
ガバナー事務所
クラブ研修リーダーセミナー開催案内
「職業奉仕月間」卓話者派遣案内通知
ニュースレター「寄付推進＆補助金ニュース」
地区大会お礼状
11 月のロータリーレート 1 ドル＝102 円
ガバナー月信 №5
佐藤ガバナー補佐
１１月の財団月間「卓話」の案内通知
第 5 回会長幹事会開催案内
相模原南 RC
青少年交換学生受け入れに伴うクラブ分担金
依頼通知
相模原東 RC 相模原大野 RC 相模原橋本 RC
相模原柴胡 RC
例会変更通知
その他の受領書類
津久井商工会
「会員大会」開催案内
「一日公庫」in 津久井商工会案内通知
弥生会計決算準備指導会開催通知
津久井商工会だより「トレンド」第 67 号
商工連情報誌「なるほど神奈川」251 号
相模原福祉のまちづくり推進協議会
平成 28 年度「相模原市福祉のまちづくり研修
会」参加依頼
相模原市福祉のまちづくり推進協議会事業に係
るアンケート

卓

話
田畑和久会員増強委員長

今日は久しぶりの例会場での例会で、気がつ
くと今年もあと 50 日になりました。少し早いで
すが振り返ってみると、今年は自然災害や残忍
な事件が毎週のように起こり、国家的な事業の
いい加減さも露呈したりと色々なことがありま
した。
私の仕事に関係する事では 1 つは豊洲ですね。
小川会員も当然ご存じだと思いますが、あのよ
うな建物を建設する時は地下にピットを造るの
は当たり前の話で、少なくても 2m 位掘り下げ
るというのが大前提だと思います。
それを全く知らないように盛り土をしていた
というのは、汚染に対する専門家ばかり集めて
建築の専門家が入っていないわけですね。
またそのまま 4.5ｍも掘ってしまうというや
り方は、我々からするとあり得ないことで、そ
の点があまり追求されないのが不思議です。
また、東京オリンピックの施設については、
そもそも予算ありきで設計しますので、ゼネコ
ンが見積りしたら高くなってしまい、それに合
わせて予算を組み直すというのもあり得ないこ
とで、どこにする、やめるという話ではないよ
うな気もします。
クラブは色々な事業をされている人の集まり
ですが、商売や職業を継続してやっていくには
やりたい事がないと続けられないものです。
私は学生時代のアルバイトを除くと 34 年間
設計の仕事しかしたことがないので、会社を始
めて 30 年目ということでギアを１回ニュート
ラルに入れて、自分のやってきた仕事やこれか
らどういう仕事に取り組んでいくかという事を
考え直したいと思っています。
今日お配りした資料は日本標準産業分類の大
分類・中分類で、大分類は A の農業、林業から
始まり T の分類不能の産業までありますが、こ
こでは司法書士や建築・設計業などはサービス
業に分類されています。
もう 1 つは、リクルートがやっているリクナ
ビという求人情報サイトの職業図鑑で、分類の
仕方が変わっています。若い人向けに興味があ
りそうなキャッチコピーを使い「エンターテイ
メントに関わる職業」｢オフィスで行う職業｣と
いうような分類になっています。全部で 2378
ありますが、これだと当クラブ会員の半分くら
いの職業の表示がありません。
私は自分のこれからの仕事に対する考えを整
理するために、職業分類の資料を見ているので
すが、皆さんもこの資料を参考にクラブの会員
の職種以外の所でどんな人がいるかを思い描い
て頂き、来週の夜間例会で会員増強に繋がる
色々な話ができればと思います。

スマイル委員会

水野

茂委員長

『ス マ イ ル 報 告 水野 茂委員長』
∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞
会 水野 茂委員長
津久井中央 RC
八木 勉会員
大変寒くなりました。体には十分気を付けて下さい。
井上 旭会員

久しぶりの例会です。11 月初めから「かみさん」と久しぶりに秋田、青森、
岩手の北東北の旅に行って来ました。幸い天気に恵まれ楽しい旅でした。
又、この 7 日から 9 日まで東京ビックサイトでファッションワールド展示会
に出展し、3 日間会場づめでした。世界各国から 1120 社の出店があり、目を
白黒される女性用の大胆な下着があり、進化がよくわかりました。

山﨑和彦会員

元気になる為スマイルします。

小川洋一会員

寒くってきました。体調には十分気をつけましょう。

小山里枝会員

約ひと月ぶりのクラブ例会ですね。秋が深まり日本酒もおいしくなりますネ。
ふる里まつりはお疲れ様でした。夏日でした!!（いつもは雨なのに）
アメリカ大統領選挙が終わりトランプ政権はいかに…？
車免許更新手続きに行きましたら…受付日が明日からでした～。

森田正紀会員

久しぶりの例会ですのでスマイルします。

沼崎善充会員

水野君に言われる前にスマイルします!!

田畑和久会員

9 月に入った税務調査の結果がやっと今朝連絡がきました。会社を始めて 4 回
目の調査でしたが、なんと、是認（ゼニン）ということでビックリです。
ちなみに是認とは何も問題なしということです。

杉本信一会員

田畑さん、卓話ありがとうございました。
良い事ありませんが、スマイルいたします。

前沢弘之会員

遅刻して、バッチもネクタイも忘れて来ました。

水野 茂会員

皆様、いつもスマイルありがとうございます。
会員を代表して、井上さんお菓子をありがとうございました。

