
 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 小谷恒夫 幹事 青山和成 会報 宮下智香子   事務局 TEL:0561-64-5446 
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世界へのプレゼントになろう 
本日 第 624 回例会 2016 年 2 月 16 日（火曜日)第 616 号 

 
＜本日のプログラム＞ Today’s Program 
 
点鐘 
 
＜ロータリーソング＞ 「日も風も星も」 
         

 

卓話：「ロータリーの歴史とロー

タリアンとしての心構え」 

         

講師：丹羽 司一 

前回 第 623 回例会 2016 年 2月 9 日（火曜日)記録 

  

＜ロータリーソング＞  「それでこそロータリー」    総合司会     

  

奥野悦弥親睦活動委員                

＜出席報告＞  

 

 

 員総数 20 名  

出 席 者 11 名 出席率 55.00 ％ 前々回補正出席率 95.00 ％ 

 ハンバーグセット 

＜会長挨拶＞       愛知長久手ロータリークラブ  小谷恒夫 会長 

 

     レーニエ 3 世 

（Monaco RC） 

モナコ大公 

在位 1949 年 5 月 9 日 - 2005 年 4 月 6 日 

全名  レーニエ・ルイ・アンリ・マクサンス・ベルトラン・グリマルディ 

出生  1923 年 5 月 31 日 

     モナコ 

死去  2005 年 4 月 6 日（満 81 歳没） 

   モナコ 

埋葬  2005 年 4 月 15 日 

                                モナコ、サン・ニコラ大聖堂 

配偶者  グレース・ケリー 

 

子女  カロリーヌ 

アルベール 2 世 

ステファニー 

王家  グリマルディ家 

王室歌  モナコ国歌 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１５－２０１６ 
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https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:Margaret_Thatcher.png


イギリスのパブリックスクールを卒業後、スイスのル・ロゼを卒業。 

モンペリエ大学、パリ政治学院に学ぶ。第二次世界大戦時フランス軍に従軍。 

大佐まで進む 

1940 年代から 1950 年代にかけて、女優のジゼル・パスカルと交際していた。 

カンヌ映画祭で知り合った女優グレース・ケリーと恋に落ち、1956 年に結婚。翌 1957 年にカロリーヌ公女 1958

年に後継者であるアルベール公子 1965 年にステファニー公女らが生まれたが、当の子供たちの相次ぐ不幸に見

舞われ、1982 年 9 月 14 日に大公妃グレースが自動車事故で逝去。大公は悲しみにくれたが、大公としての勤め

を継続していた 

カーマニアとして知られ、自動車博物館を公開している。伝統のモナコグランプリではレース前に大公妃を乗せ

たオープンカーを運転してパレード走行を行っていた 

憲法改革や、モナコ公国の経済基盤をモータースポーツなどギャンブル事業以外にも発展させるなどの功績があ

った 

グレース・パトリシア・ケリー（Grace Patricia Kelly、1929 年 11 月 12 日 - 1982 年 9 月 14 日）は、モナコ大

公レーニエ 3 世妃、アメリカ合衆国の女優。 

同時代の女優マリリン・モンローの明るさとセクシーさを前面に出した美貌とは対照的な、気品に満ちたそれ

が「クール・ビューティー」(cool beauty)と賛美された。人気絶頂の最中、ヨーロッパの君主と結婚し女優業か

ら引退した 

1957 年に長女の妊娠をマスコミに悟られないよう、カメラを向けられた際、エルメスの鞄「サック・ア・クロ

ワ」で腹を隠した。この事でバッグが有名になり、商品は「ケリーバッグ」と改名された 

 

グレース・ケリー 

モナコ公妃 

アカデミー賞  

主演女優賞 

1955 年『喝采』 

ゴールデングローブ賞  

主演女優賞 (ドラマ部門) 

1955 年『喝采』 

助演女優賞 

1954 年『モガンボ』 

世界で最も好かれた女優 

『泥棒成金』 

 

＜委員会報告＞ 

■ニコボックス■ 

・今日はお世話になります。                                                     藤井 源成 

・小谷会長に一本づりされてやってきました。よろしくお願いします。             牧  オサム 

・小谷会長お誘いありがとうございます。本日の卓話を楽しみにしています。          桜井 雅博 

・おじゃまします。                                    加藤 雅人 

・若林様、福井様、立松様ようこそお越し下さいました。本日も宜しく御願い致します。     青山 和成                                                        

・本日も宜しくお願いします。                               丹羽 司一 

・瀬戸 RC 藤井様・牧様、尾張旭 RC 桜井様、瀬戸北 RC 加藤様ようこそ。          伊藤 広治 

 河野電子㈱福井代表取締役、㈱麹屋立松代表取締役お越しいただきありがとうございます。 

 ㈱本間ゴルフ若林部長卓話楽しみにしております。 
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・本間ゴルフ若林布垣様、河野電子福井様、麹屋立松様ようこそおいで下さいました。        日野  典子 

  瀬戸 RC 藤井様・牧様、尾張旭 RC 桜井様、瀬戸北 RC 加藤様ようこそおいでくださいました。 

・本間ゴルフ若林様本日の卓話よろしくお願い致します。河野電子藤井様、麹屋立松様     山田 文明 

 瀬戸 RC 藤井様・牧様、尾張旭 RC 桜井様、瀬戸北 RC 加藤様ようこそおいでいただき 

 ありがとうございます。 

・今日は多勢のビジターをお迎え出来又、来訪者様も 3 人もみえてうれしい限りです。       中川 清子 

 夕方から又寒くなるようです。身体に気をつけましょう！！ 

・今日も寒いですね。本日もよろしくお願いします。                    林  正俊 

・本日も宜しくお願いします。                              奥野 悦弥 

・本日もどうぞ宜しくお願いいたします。                                                  伊藤  真 

・本日も宜しくお願いします。                               神谷 恵理 

・本日もよろしくお願い致します。                                     小谷 恒夫 

       “憧れの ゴルフでエース でないので 今池
いまいけ

キャバレー ホールインワン！” 

 

＜幹事報告＞ 

① 再度ご連絡です。下期会費納入につきましては 1月末までになっておりますが、まだの方は早急にお振込み 

お願い致します。 

② 以前も卓話一覧表をお配りいたしましたが、再度お配りさせていただきますので皆様ご自分の卓話日の 

ご確認をお願いいたします。 

③ 3/8・15の例会会場は華野で行います。29日につきましては決まり次第ご連絡いたします。 

    

＜卓 話＞                     （株）本間ゴルフ 新設部プレーヤー企画推進  

部長 若林 一仁  

                     

「これからのゴルフ界」 

１．これからのゴルフ界 

1957 年カナダカップ優勝 開催：霞が関 CC （中村寅吉/小野光一）によって 

ゴルフという競技が一般大衆に知れ渡ったこととなる。 

1970 年以降、高度成長期によりゼネコンにより多くのゴルフ場建設が始まり、同時期に J 尾崎が登場して企

業をプロツアー界へ牽引して大きく発展する。1975 年（昭和 50 年）にはゴルフ場が 1,000 を超えた。 

ちなみに、1992 年には 2,000、現在は 2,365 場となっている。（世界第 2 位 1 位米国 15,000） 

この時代背景の中で国内においてプロ競技として高額賞金となり多くの名選手 AON 活躍等で人気スポーツと

なった。 

当時参考：1983 年 青木功ハワイアンオープン優勝 

２．本間ゴルフへの入社①  

学生選手現役の時はダンロップのモニター契約をしてプレーしていました。しかしパーシモン時代のクラブで

特にウッドは圧倒的に HONMA 使用率が断トツで理由は北米ミシシッピーパーシモン国内総輸入 75%を

HONMA が権利を獲得、良質な原木を独占に近い状態でプロからの圧倒的支持を得ていた。その時代には高

い使用率で圧倒しており、大学 4 年からアルバイトでクラブ組立修理を手伝ううちにクラブ製作に携わりたい

との考えから入社に至る。 

３．入社・・・競技選手からの挫折  

1983 年日本代表となり中部東海地区では初めての選出となった。当時は日本でこれ以上練習を積んでいる選

手はいないとの念で試合をしており、代表に選出され米国で試合をした際に大きなショックを受ける。初めて

の外国、ゴルフ場の規模、選手の経験値（スポーツと勉強両立）、レベル、そのすべてが奮起するまでに至ら

なく、試合もぼろぼろで帰国してプロ進路を変更（決して断念ではない）して HONMA へ入社した。 

エピソード：開会式 日本選手の序列と米国選手の考えの違い 



    全米オープンベストアマ、マスターズベストアマ→弁護士 

    NCAA オールアメリカン フットボール、バスケットボール  

４．2014 年アイゼンハワード世界アマチュア選手権（軽井沢 72）開催で JGA 危惧 

男子 67 の国と地域 ＊3 名中 2 名のベストスコア 4 日間 

成績団体 優勝米国-38 2 位カナダ-36 3 位スペイン-35・・・・日本 29 位-12 

女子 50 の国と地域 

成績団体 優勝オーストラリア-29 2 位カナダ-27 3 位韓国-26・・・日本 8 位ﾀｲｰ 14 

以上惨敗、外国チームは練習ラウンド 1.5R、日本チームは数回合宿実施 

これが世界実力、プロを目指す選手たちの実力差は明確になり、オリムピックへの道で大変な準備が必要なこ

とがこの記念となる日本開催の世界アマ選手権で関係者が明確に危機感を覚えた瞬間となった。  

これでいいのか、日本ゴルフ！ 

５．オリンピック 

2016 年８月５日開幕のリオデジャネイロ五輪の出場選手決定（16 年７月 11 日） 

＊リオ五輪エントリーが正式に締め切られる 2016 年７月 18 日 

現時点 日本代表男子松山英樹と片山晋呉？ 女子＝大山志保、宮里美香 予定 

2020 年東京オリムピック いまだ会場が正式決定していない（たぶん霞が関 GC） 

オリムピック競技採用＝競技普及のため約 35 か国 

他：ミャンマー80、フィリピン 70、台湾 63、シンガポール 25、ロシア 7 

オリンピック採用競技で普及するのか？ 

以前のバスケットボール（NBA 選手の集まり）にならないか心配だ。 

６．オリンピックに向かうジュニア選手を取り巻く環境 

JGA 日本ゴルフ協会オリムピックポイント（指定公式戦実績）で選出する。 

この配下に北海道・東北・関東・中部・関西・中国・四国・九州 8 地区連盟が存在する。 

横峯さくら 2007 年マンシング優勝 石川遼プロ登場、ジュニア競技数が急増する。 

ゴルフを将来の職業として父兄熱が加速し一気にジュニアブームが到来するが、現在は縮小傾向を辿る。 

小学生からプレー選手が多く、男子は中学高校と高実績を得ると強豪の大学（松山英樹プロ 東北福祉大学）

へと進学をして卒業後プロ転向の進路が多い。 

女子は若年化して、高校在籍中にプロテスト受験（18 歳）する選手も多く男子に比べ早くにプロ転向者が多

いことで、プロツアーでも女子若手選手の活躍が目立つ。 

プロを目指す若い選手は、試合出場を優先するため通信制高校進学者が近年多く目立つようになった。 

しかしゴルフは優秀だが通常の学校生活から学ぶ時間や一般常識に欠ける事も見受けられプロ転向した先で

の振る舞いを問題視する風潮も出てきた。 

７．世界との差 

４で触れた JGA 危惧に繋がる内容だが、2014 年日本開催世界アマ選手権で予想を反してレベル的に大きな実

力差を突き付けられる結果となった。日本国内開催で惨敗にJGAでは候補者への強化に一斉に取り組み始め、

他スポーツ指導団体との連動により実力向上が急務となった。 

これには環境も大きな要素で国際試合するセッティングでの経験、スポーツととらえたトレーニングカリキュ

ラム不足、選手を取り巻く指導環境などが挙げられる。 

先日米 PGA ツアーで 2 勝目を飾った松山英樹選手ではあるが、この選手は早くから逸材と認められ所属以外

の高度なトレーニングや練習指導が与えられた第一号とも言える。 

日本ではまだまだ子供たちが簡単に仲間同士でゴルフをプレーする環境は無い。そのためスポーツを選択する

場合、野球、サッカー、テニス、陸上、バスケット、バレー、水泳、武道などが優先される。今プロ予備軍と

しての若手ゴルフ選手に言えることは体が小さいこと、どちらかというと大きい子供は他の競技を選択してい

る。これが大きな問題と感じる。 

世界のゴルフ選手はフィジカル面でも大きくリードしており、パワープレー時代到来と言ってよいこの時代に



日本は大きく距離を置かれている。これには他の競技者との交わりを増やし、日本人が世界で活躍するための

方法を指南してゆく関係性が重要である。 

８．ゴルフの魅力 

レフリーのいない競技、自分で裁定して自己申告して成立する競技だからこそ、同伴者に敬意を払い長時間プ

レーするものだが、ボールの前に自分自身をコントロールできた時の達成感が大きな喜びとなって帰ってくる 

これが世界で大人が熱狂する理由でもある。 

また、一つの目的を共有して友人と一緒に時間を共有するところも魅力に一つと言える。一般社会でも仕事関

係もコミュニケーションを図る一つとして多くの方々にプレーしてもらいたいと心から願っている。 

９．これからの仕事 

現在は直営店舗ゴルフスクール運営、新規営業企画、プロ目標ジュニア選手コーチに携わっております。 

ツアー経験のあるプロ選手も教えるティーティングは別のスキルが必要でそのプロたちのアシストを行って

います。 

競技で収入が得られないプロの再就職斡旋と言ったところでしょうか。またジュニアは学校指導者への指導、

選手個人指導を行うため、JCCA、ACCA とコーティング協会コーチ資格を取得して、自身も勉強をしながら

高い技術を伝え自分の育ててもらった会社やゴルフ界にお返ししたいと活動をしております。 

 

（公財）ロータリー米山記念奨学会ニュース 
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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

     第 2720 地区に米山学友会が誕生！ 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

昨年 12 月に開催された常務理事会で、第 2720 地区（熊本・大分）米山学友会の設立が承認されました。かつて

九州のロータリー4 地区をカバーしていた「九州米山学友会」から、2008 年に第 2730 地区が、 

2013年に第 2740地区が独立しており、これで九州の4地区それぞれに米山学友会が存在することとなりました。 

2月 7日に開かれた設立総会には、第 2720地区の学友と奨学生16人が出席し、初代会長には全紅女さん（2005-07 

／別府東ＲＣ）、副会長にはスチッタ・グナセカラさん（2010-11／別府ＲＣ）と朴志剛さん（2012-13／宇城Ｒ

Ｃ）、そのほか幹事・会計・理事 6 人が選任されました。全会長は、「第 2720 地区米山学友会は、社会や地域に

貢献できる活動をしてまいります。設立総会は終わりではありません、スタートです。 

一年後の総会ですばらしい活動報告ができるよう、これから皆で力を合わせて一所懸命頑張ります」と意気込み

を述べ、設立に関わった地区米山奨学委員長の秋吉 実氏ら関係ロータリアンたちは、感無量の面持ちで見守っ

ていました。総会後の懇親会には、ガバナーやパストガバナー、他地区からもロータリアンや学友がお祝いに駆

けつけ、100 人以上が集まる盛会となりました。 
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