
２０１８年６月 ４日（晴れ） 第１週 第２２３７回例会

Song ”君が代・奉仕の理想”

Visitor 冨田英之君（名古屋RC）

Guest 米山奨学生 馮 軒昂君

Attendance

会員 ７８名 欠席 １５名 出席率 ７７．６１％

President Time 山田尊久 会長

皆さん、こんにちは。先週の土・日曜日は、素晴らしい

天気に恵まれました。皆さんはきっと充実した日々を過ご

された事と思います。実は、私達あまRCのコールスイーツ

のメンバーは、福井県で行われました第23回全日本ロータ

リークラブ親睦合唱祭に、ご家族の応援者を含め24名で参

加してきました。私達は、この大会での発表を楽しみに1

年間、懸命に練習を積み重ねてきました。会場の「ハーモ

ニーホールふくい」は、ゆったりとした緑の樹に囲まれた

広い敷地のなかに、まさにアートオブジェそのものでした。

大ホールは、きらめくシャンデリア、木をふんだんに使っ

た温かみのある内装、そしてホールの顔となるパイプオル

ガンがとけこんで、風格が一層増していました。ゆったり

としたシートに腰をおろした時は、もう別世界にいるよう

でした。この舞台で全国から30チーム500名ほどのロー

タリアンが、各チーム10分程の発表に全神経を集中して取

り組みました。私達も17番目に懸命に歌いました。歌い終

わって安堵感で胸がいっぱいになりました。夜の懇親会で

は舞台での緊張した空気と違い、それこそ華やいだなかで

楽しい時を過ごすことが出来ました。ホスト役の福井南RC

の皆さんや、インターアクトの高校生の皆さんがお手伝い

をしてくれました。

次の日、伊藤英毅さんの案内で、松尾芭蕉も「おくの細

道」で訪れたという気比神宮、そして向源寺の国宝十一面

観音立像をゆっくりと見学しました。楽しい二日間を過ご

すことが出来ましたのも、参加されました皆様方のお陰で

有ります。来年の親睦合唱祭は福島で開かれます。是非、

皆さま方も合唱の練習に参加されまして一緒に行きましょ

う。それではこれで、私の挨拶とします。有難うございま

した。

Today ６月１１日（第２２３８回）

担当 親睦活動委員会

演題 創立記念夜間例会

於：名鉄GH 11F 18:00点鐘

（お昼の例会振替）

Next Week ６月１８日（第２２３９回）

担当 山田尊久 会長

演題 役員・理事退任挨拶

あまRC
テキスト ボックス



Secretary Report 田邊正紀 幹事

１ ロータリーレートが6月1日より１ドル110円（現行1

08円）に変更となります。

２ 次週6月11日（月）例会は創立記念夜間例会です。お

昼の例会振替となります。

３ 次年度会報ファイルのご案内

※ご希望の方は事務局までお知らせ下さい。

米山奨学生 馮 軒昂君に奨学金贈呈

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

山田尊久 会長

大西和弘様、興味あるお話を楽しみにしていました。

どうぞよろしくお願いします。

真木伸一 副会長

昨日、鳥羽で梅雨「イサキ」釣り。釣果は５匹、なか

なか釣れません。「感謝」

田邊正紀 幹事

大西和弘様、卓話よろしくお願いいたします。

新会員研修会参加の皆様、有り難うございました。

渡辺 均君

本日は卓話者として、スクラッチ＋ハンディー（１）

の大西さんに色々とお話を頂きますので、よろしくお

願いします。

7月の新年度に向かい、清々しい風が満喫出来るよう

に皆さんのご努力をお願いいたします。

飛島村商工会会長職を28年間の理事・監事を経て、無

事任期満了する事が出来ました。

黒野晃太郎君

ロータリークラブ全国合唱祭、楽しく無事終わりまし

た。伊藤英毅君、お世話になりました。

山田幸治君

娘のマジェスタが故障したので、クラウンロイヤルサ

ルーンを買ってやりました。マジェスタはありません

でした。

青本道春君

後藤雅光君、前々日は世界一の手品、有り難うござい

ました。入居者の皆様が、間近で観るマジックに感動

をしていました。とってもいいアイデアでした。

横井君、梅を有り難うございました。梅干しにするこ

とにしました。

栗木和夫君

新会員研修会に参加の皆さん、楽しく勉強になりまし

たか！有り難うございました。

上田博行君

今年度最終月となりました。役員の皆様、1年間お疲

れ様でした。

山田広明君

先日行われました第32回津島・あま合同ゴルフコンペ

にて、ハンデとメンバーに恵まれまして、優勝させて

頂きました。また高山会長、伊藤正征幹事にはお世話

になりました。有り難うございました。

横井久雄君

児玉君、先日は楽しい一時を過ごさせていただき、有

り難うございました。

紅谷幸政君

ニコボックス委員会の皆様、ご苦労様です。

後藤袈裟美君

福井合唱会、あまRC素晴らしかった。

家田安啓君

今日は司会担当です。よろしくお願いします。

今西邦弘君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

伊藤英毅君

福井のコーラス発表会、無事に終わりました。また、

来年は福島です。新しい方に参加いただけると嬉しい

です。



北野庸夫君

福井県での、全日本ロータリー合唱祭に参加しました。

出来は上々でした！お世話役の伊藤英毅君はじめ皆様

に、大変お世話になりました。

児玉憲之君

昨年のWFFの収益資金を利用したフィリピン・ケソン

市内の小学校5校に対する「水と衛生」の事業に参加

してまいりました。

黒川元則君

本日の卓話、大変楽しみです。

水野 眞君

全国ロータリー合唱祭、立派なホールで素晴らしかっ

たです。お疲れ様。

水谷安紀君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

田中正博君

山田尊久年度もラスト1ヶ月になりました。よく頑張

られました。ご苦労様です。

山田幹夫君

福井市の全日本合唱祭参加の皆さん、ご苦労様。伊藤

英毅君、ご苦労さんでした。

山本輝幸君

土曜日、マジックダイキ君のショー、素晴らしかった

です。感動しました。

吉田 勤君

ご無沙汰しております。

合 計 ７２，０００円

例会日 クラブ名 場 所

6/12（火） 名古屋城北 休会

名古屋錦 ガーデンパレス

6/13（水） 名古屋守山 マリオットアソシアホテル

6/19（火） 名古屋名東 名古屋国際ホテル

6/20（水） 名古屋名北 APAホテル（名古屋錦）

6/21（木） 名古屋大須 東急ホテル

名古屋丸の内 クレストンホテル

卓 話

「ゴルフから学ぶこと」

（有）大西バフ工業所

代表取締役 大西和 弘氏

プロフィール

昭和35年3月14日 名古屋市熱田区生まれ

昭和46年 飛島村に転居

昭和57年 父の経営する会社に入社

平成9年 会社代表就任

平成30年 現在に至る

ゴルフ戦歴

昭和48年 13歳 父の勧めでゴルフを始める

昭和49年 14歳 初ラウンド 名阪チサン（スコア127）

その年、４ラウンド目で初の80台を

記録（スコア88）

昭和50年 15歳 リオフジワラにて初の60台を記録（ス

コア66）

昭和52年 17歳 名電工3年 中部ジュニア選手権優勝

昭和53年 18歳 愛知工業大学特待生として進学

昭和56年 21歳 日本学生選手権出場

昭和60年 25歳 日本アマ選手権出場

中部オープン選手権出場

昭和61年 26歳 佐々部杯ゴルフ選手権（プレーオフ敗

退 2位）

昭和62年 27歳 中部インタークラブゴルフ選手権（富

士可児）優勝

平成25年 53歳 中部インタークラブゴルフ選手権（富

士可児）優勝



平成26年 54歳 中部インタークラブゴルフ選手権（富

士可児）優勝

平成28年 56歳 中部シニア選手権 2位

日本シニア選手権出場

○富士カントリー可児ゴルフクラブ ゴルフ戦歴

クラブ選手権 10回優勝

スクラッチ選手権 8回優勝

理事長杯選手権 1回優勝

○ライオンズゴルフクラブ ゴルフ戦歴

スクラッチ選手権 1回優勝

ロ シ ア 紀 行 １7

山田幸治君

モスクワからサンクト・ペテルブルクへ

モスクワからサンクト・ペテルブルクに行くには、①飛

行機で行く。②列車で行く。の二つの方法があります。20

05年には特急列車「赤い矢」で8時間半で行きました。今

回は飛行機で1時間半でした。

搭乗機Ｓ７

モスクワの空港では搭乗デッキで、空港ビルから直接飛

行機に搭乗しました。僅か1時間半のフライトですが、ビ

ジネス席で豪勢な食事も出ました。デザートも付いていま

した。

サンクト・ペテルブルクはロシア共和国第二の都市で、

モスクワの北西約700キロの位置にあります。北のベニス

とも云われる水の都です。サンクト・ペテルブルクは199

1年9月までレニングラードと呼ばれていました。帝政ロシ

ア、社会主義体制ソ連、そして共和国ロシアと変わりまし

た。ロシア第二の都市とは云うものの、空港は小さくて空

港ビルに横付けではありません。但し、バスはビジネス客

専用で、大きなバスに8人という状態でした。バスが発車

して直ぐに急停車したので、席に着いてない乗客が全部転

倒しました。私も肋骨を殴打して、治療に2ヶ月も掛かり

ました。

タラップで飛行機から降りる

サンクト・ペテルブルク空港


