第２４９６回例会報告議事録
日時 ２９年１０月１０日（火曜日）
場所 川村学園女子大学 我孫子キャンパス内 会議室
時間 １２：１５点鐘

会長挨拶

ロータリーソング「我らの生業」
ゲ ス ト : 柏RC 中山浩一様（メイキャップ）
ビジター : なし
S . A . A . : 依田会員

服部会長
先日は、例会、理事会に間に合わず大変失礼しました。鈴木副会長代役ありが
とうございました。本日は荒井さんの卓話の日でもあります。今日は楽しみにして
おりましたので、卓話時間を多めに設けていただければと思います。

ご挨拶

柏ロータリークラブ 中山浩一様

公式訪問に幾つか随行させていただいております。
１１月７日にガバナー公式訪
問があります。寺嶋ガバナーは「私の話はおもしろくない」といつもおっしゃってい
ますが、何度か卓話を聞いていますとお話に味わいが出て参ります。
理念と実践という２つのキーワードがありまして、理念は職業奉仕、実践はクラ
ブ リーダーシップ プラン
（ＣＬＰ）
です。
パストガバナーの方達のお話を聞いても話がバラバラで、
ロータリークラブは
職業奉仕だけをすればいいという方もいらっしゃれば、
これからはＣＬＰ、
ＤＬＰを進めなければとお
っしゃる方もいらっしゃいます。寺嶋ガバナーはその中で整合性を取りながら話をされているのかな
と思っております。
職業奉仕は過去のものだとおっしゃる方もいらっしゃいますが、私は個人としては職業奉仕を語
らずしてロータリークラブかと思っております。ただ、社会奉仕を進めなければボランティア団体と
してロータリークラブの存在理由を問われるとおっしゃる方もいらっしゃいます。
突然のメイキャップでお弁当が足りなかったらどうしようと思ったのですが、
お休みされた方がい
らっしゃったようで、
その方にごちそうさまでしたとお伝えください。
１０月２３日
（月）
にプレイをされる方はできれば１０分区のメンバーとしてご参加いただき、
そのパ
ーティーの中でのホスト役をお務めいただければありがたいなと思っております。引き続き地区大
会もございますので、
ご協力をお願いいたします。ありがとうございました。

親睦委員会報告

米田委員長
１１月７日
（火）
は我孫子ロータリークラブとして２５００回目の例会となりますが、
当日は合同例会と重なっておりますので、
１０月３１日
（火）
は親睦夜間例会と合わ
せて２５００回例会記念祝賀会を開催したいと思います。是非多くのご参加お待ち
しております。
よろしくお願い致します。
場所：ヴァンダンジュ 時間：
１８
：
３０ 点鐘 １９
：
００ 懇親会

出席報告

渡邊委員長

１７名出席（全員で２６名） 出席率６５.３８％
欠席者が９名。 業務の為：石原会員、伊東会員、今井会員、上村会員、志賀会員、松本会員

幹事報告

村越幹事
・１１月７日はガバナー公式訪問、柏南ＲＣとの合同例会です。場所は柏のクレス
トホテルとなります。
・今年も１１月４日
（土）、
５日
（日）
２日間にかけて、
ジャパンバードフェスティバル
２０１７が開催されます。
・１０月２９日
（日）
は第２３回手賀沼エコマラソン大会が開催されます。
「よみがえる手賀沼 爽やかに走ろう」をもとに１０,０００余名を超えるランナー
が参加されます。当クラブからも参加予定がありますので、両イベントともお時
間がありましたら応援、
ご来場いただければと思います。

卓話「女子オープンでのボランティア体験談」

荒井会員
私は本当に人前で話すのが苦手ですので、低学年の小学生の作文を聞くような
暖かい心で聞いていただければと思います。
今回卓話としまして、先だって３日間行って参りました日本女子オープンでのボラン
ティアの体験談、女子オープンとはどういうものかについてお話ししたいと思います。
ボランティアに参加できましたのは、鈴木会員や小池会員に推薦やプッシュしてい
ただき昨年１１月に我孫子ゴルフ倶楽部の会員になれたからです。この場を借りてお
礼申し上げます。ありがとうございました。
日本女子オープンというのは毎年秋に開催される日本の女子プロゴルフのメジャー大会です。
４大メジャー大会は、
５月のワールドレディース、
９月の日本女子プロ、
１０月の日本女子オープン、
ツア
ー選手権の４つです。
大会は毎年、都道府県を変えて４日間開催されます。
２００５年までは賞金総額は７千万だったのが、
２００６年以降は１億４千万に跳ね上がり、優勝賞金は２８００万円です。優勝しますと賞金と３年間の無
条件シード権が与えられます。主催は日本ゴルフ協会です。
出場資格は前年度、今年度の日本女子プロゴルフ協会の公認試合の上位３０選手、歴代優勝者、
等々だそうです。
今回、
プロ９２人、
アマ２８人の計１２０人の出場でした。
決勝に進出するためには２日間の成績が大事で、予選を突破しないと賞金はもらえません。今回は
６９名が決勝に進出しました。
１位が２８００万の約２０％、
２位が１５４０万の約１１％、
３位が１０７８万の７.７％、最下位の６９位でも
５６万もらえます。
今回のギャラリー数は１日目が１９３０人、
２日目が６５８０人、決勝の３日目は９４２０人、最終日は
１２３６０人だったそうで、プロゴルファーにとって予選を突破するということは、ギャラリー数も全く違う
し、賞金もあるかないかなのでプライドの戦いなのだそうです。
歴代優勝者は１〜４回目は樋口久子、
５回目が佐々木マサ子、
６回目は小林法子、
７回目は樋口久子、
８回目は二瓶綾子、
９、
１０回目はまた樋口久子、
１１回目は清元登子、
１２回目は吉川なよ子、
１３回目
はまた樋口久子、
１４回目は大迫たつ子、
１５回目は日蔭温子、
１６回目はト阿玉、
１７回目は吉川なよ子、
１８回目は森口祐子、
１９回目はト阿玉、
２０回目は吉川なよ子、
２１回目は谷福美、
２２回目は小林浩美。
最近ですと、
３６回目は服部道子、
３７回目は不動裕理、
３８回目は宮里藍、
３９回目はJeong Jang、
４０回目は諸見里しのぶ、
４１回目は李知姫、
４２回目は我孫子ＧＣで宋ボベ、
４３回目は宮里美香、
４４
回目は馬場ゆかり、
４５回目はフォン・シャンシャン、
４６回目は宮里美香、
４７回目はテレサ・ルー、
４８回目
はチョン・インジ、
４９回目は畑岡奈紗、今年、
５０回目は連覇で畑岡奈紗でした。
そんな中でキャリングボード
（移動式連報板）のボランティアをしました。特定の組に付き各選手のス
コアをリアルタイムにギャラリーへ提示する業務です。キャリングボードはアルミ製なんですがとても原
始的な作り方なので音がするので気を使いました。風が強いと音を出さなくするのがとても大変です。
スコアパネルはプラスチック製で赤が一、青が十で、3人のプロに付きますので各3枚ずつを-15〜
+15位をウエストポーチに入れておきます。
パネルの入れ替えの時には音が出やすくスコアの変動の激しい時には大変です。
キャリングはスコアラーとペアを組んでの共同作業、1ホールずつスコアを互いにチェックし合って進
めて行くのです。
スコアラーとは、その組のスコアをチェックし、各ホール終了後速報本部に連絡する業務です。驚い
たのはその連絡を専用のタブレットで送信するんです。たとえば、1打目がへアウェイか、2打目がラフ、
3打目はグリーンとかパンカーとか、4打目はグリーンみたいな感じで送信するんです。ですから、
ティー
ショットがフェアウェイなのかラフなのかとか、
グリーンなのかカラーなのかの微妙な時は、走って先に行
ってしまったり、
どこにいるか、わからなくなったりするんです。
スコアラーが経験者でなれていないと1ホールずつのスコアチェックが出来ない時が多々あったので
大変でした。
くじ運が強く、1日目についたプロは、宮里美香、成田美寿々、川岸史果です。
スタート時にあいさつをするのですが成田美寿々だけ握手をしてくれました。
とても礼儀正しく、謙虚
でさわやかな選手でした。
この日より私は成田美寿々の大ファンになりました。
各選手がティーショットを終えるといよいよ業務のスタートです。ボードを腰のフックに差し込んで姿
勢よく選手の後方を歩きます。ギャラリーがたくさん見ています。
とても緊張しました。
ここからはギャラリーが多いほうのフェアウェイ横のファーストカットを歩いていきます。この組では1
番飛ばない宮里が最初にパーオンし、成田、川岸とパーオンしていきます。
ピックリしたのは1、2、3番と
全て、宮里のライン上の内側に成田がつけて、成田が3連続バーディーで、成田はとても明るく、宮里は
無言です。
（次ページへ続く）

そして5番ホール宮里の第2打がバンカーの土手の内側にボールがもぐってしまってアンプレヤブル
（ワンペナ）
この時、競技が5分くらい中断してしまってここで宮里美香の流れは終わってしまったよう
に思えます。そして8番ホールで日没サスペンデッド終了です。
そして2日目は、アンソンジュ、申ジエ、葭場ルミでした。スタート時のあいさつは、申ジエと葭場ルミは
握手をしてくれました。
ちなみにスタート時のスコアは、
アンソンジュ+4、申ジェ-5、葭場ルミ-4。スタートしていくとアンソンジ
ュは予選カットラインを気にしてかピリピリムードです。
アンソンジュの3打目の時、私は後方左斜め後ろにいたので手で追い払われました。
しょうがないの
でギャラリーロープぎりぎりまで行きました。葭場ルミが、アンソンジュと仲が良いらしく、ずっと励まして
いたのが印象的でした。申ジェと葭場ルミは、上位争いをしていたのでショット、パットともにすばらしく、
お互いに意識し合っているのがよくわかりました。
6番まで申ジエ7アンダ一、葭場ルミ6アンダ一、アンソンジュ8オーバーだったのですが7番で葭場ル
ミがバンカーで4回たたいて、10打、
トータル±0になってしまい優勝争いから脱落しました。つくづく我
孫子のバンカーは難しいなーと思いました。
15番で日没サスペンデッドになり、3選手に「今日は1日ありがとうございました。明日もよろしくお願い
します。」と言われ、握手を求められたときには、すごく感動しました。
クラブバスが15番に迎えに来て、選手、
キャディとバスに乗った時、+9のアンソンジュが明日は、私は
TV観戦するからみんな頑張ってね、葭場ルミが「残り3ホールで、ホールインワン、
アルバトロス、
イーグ
ルで決勝に行ける。頑張ろう!」アンソンジュ「ホールインワンとイーグルは可能性あるけどアルパトロス
はムリムリ」申ジエが「ダイジョブダイジョブ」などとワイワイガヤガヤとても楽しいバス談話でした。
結局3日目アンソンジュは腰痛のため棄権でした。
3日目は、本部事務所に朝行くと「公三さんがイ・ボミのくじを引き当て、
イ・ボミと回っているよ」みん
ながさわいでいました。私は公三さんの夢がかなってよかったなーと思いました。
3日目は、飯島茜、
アマチュアオールジャパンの17歳の古江彩佳、西村優菜とまわりました。
日本女子オープンのボランティアとして参加させていただき、
とても充実した3日間でした。

ニコニコＢＯＸ
お名前
服部会長
村越幹事
小池会員
佐藤会員
鈴木会員
高島会員
藤本会員

メッセージ
荒井さん 卓話ありがとうございました。
荒井さん 卓話ありがとうございました。
荒井さん 卓話ありがとうございました。
前回欠席しました。
幼稚園の運動会（秋のプレイデー）楽しく終了しました。
１０月１１日から１５日（日曜）までけやきプラザ２Ｆ
で水絵展（水彩画）に６点出品しています。
あーちゃん、続きをね。
当 日 計
今期累計

金 額
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
１,０００円
７,０００円
１０３,０００円

今週の表紙「東陽時」我孫子市根戸357番地

旧水戸街道沿いの北柏駅から徒歩10分程の場所にある真言宗豊山派のお寺です。自然豊かな境内には、四
季折々の美しい花が一面に咲き誇ります。 創建年代等は不詳ですが、江戸時代初期には既に存在していま
した。法話会、供養会等の他、ボーイスカウトとの交流など様々なボランティア活動も行っているお寺です。

ロータリーの友事務局 ホームページ www.rotary-no-tomo.jp メールは web @rotary-no-tomo.jp
環境ＮＰＯオフィス町内会が中心となって２００５年に立ち上
げた新たな間伐促進活動が「森の町内会」
です。
この活動に
賛同して
「印刷用紙」
や
「コピー用紙」
を使用する企業は
２００９年９月現在、９２社にのぼり、その環境貢献として促進さ
れる岩手県岩泉町・葛巻町・青森県三沢市での間伐は、年
間３０haの規模になっています。グリーン購入大賞で大賞
を、山村力コンクールで林野庁長官賞を受賞しています。

この印刷物に使用している用紙は、
森を元気にするための間伐と
間伐材の有効活用に役立ちます。

我 孫 子ロータリークラブは、
環 境 貢 献として、
「 森の町内 会」 を応 援します。

