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奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために
2021- 2022年度国際ロータリー会長 シェカール・メータ

本 本日の例会
日 の 例 会

12月3日（第1例会）

●ゲスト＆ビジター（敬称略）
大東将啓（枚方）
（卓話者）

●例会場 シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●表彰 ・ホームクラブ連続皆出席

石濱（110） 浅井（90） 泉（60）
遠田（30） 金山（20） 三宅（20）
岡倉（20） 佐伯（20） 細川（10）
井上（10） 尾﨑（敬）
（10） 田中（10）
各会員
●お祝 ・誕生日
細川 石濱 金山 光信 岡部（倫）
尾﨑（敬） 梅崎
各会員
・入会記念日
尾﨑（敬）会員
・会社創立記念日 中谷 山口
各会員
11：15〜11：45
●例会時間変更
●理事会 シェラトン都ホテル大阪 3階 ホワイエ
10：45〜11：15
●地区大会 大阪国際会議場 13：00〜17：20
●食膳 ＜松花堂弁当＞

次 週 の お 知ら せ

12月10日（第2例会）

例会時間・場所変更
17：30〜17：50
●例会・年次総会時間
●場所 シェラトン都ホテル大阪 3階 大和の間
18：00〜20：00
●年末家族会
シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間

次 々 週 の お 知らせ

12月17日（第3例会）

●場所 シェラトン都ホテル大阪 3階 志摩の間
●卓話 「人として生れて」

永井正美会員

先 週 の 記 録
●出席報告

11月26日（第4例会）

出席会員38名（内免除会員6名）
会員総数46名（同上12名）
ゲスト
1名
ビジター 0名
計39名
ホームクラブ出席率95.00％
11月12日
（第2例会）
補正出席率100％
（MU4名）

◆ 会 長 の 時 間 ◆
例会出席はクラブ会員の基本的な義務の一つですが、
コロナ禍という非常事態に鑑み、2021年6月の次年度理
事会決議により、12月末日までの会員の出席義務を免除
しました。この期間が満了するにあたり、出席義務免除を
来年にも延長するか、するのであれば何月まで延長する
か、を決める必要があります。ここ数回の例会出席率は10
割近いですが、だから出席義務免除を撤回してよいとも、
しなくてよいとも言えます。出席義務を課すということ
は、Webですら出席しない会員を除名できるということ
ですし、他クラブからのMUを受け入れることでもありま
す。変異株の動向も無視できません。この問題を12月の理
事会で議決したいので、ご意見のある会員は理事までお
申し出ください。

◆ 幹 事 報 告 ◆
〇先週もお伝えしましたが、12月3日の地区大会開催に
伴う例会時間の変更について再度お知らせ致します。
11時より松花堂弁当を配膳致します。例会開始時間は
11時15分に点鐘で卓話はございません。11時45分に
例会終了、12時に例会場を出発、12時30分地区大会受
付の流れとなります。ホテルに車を置いて地区大会へ
行かれる会員はホテルが予め長時間の駐車券を用意し
てくださるそうですので、私か岡部SAAにお申し出く
ださい。
〇地区よりMy ROTARYの登録推進に向けて、アカウント
登録時の不具合事例集が届いております。クラブ全会
員のMy ROTARYアカウント登録に向けて、引き続きご
尽力を賜りたくお願い申し上げますとの事です。不具
合等は事務局にお問い合わせください。
〇地区より来年度大阪のロータリー100周年記念誌作成
への掲載原稿のお願いが届いております。
「クラブの広
場（仮称）」と題して、地区内全クラブを紹介するセク
ションを設け、
「地区心の玉手箱（仮称）」と題して、ロー
タリー活動、ロータリーファミリーに関わる感動物語、
眼から鱗の落ちる体験等、いわゆるロータリーマジッ
クと言われる事例紹介のセクションを設けるそうで
す。感動物語、眼から鱗の落ちる体験等がありましたら
お知らせください。

疫病予防と治療月間

〈4つのテスト〉言行はこれに照らしてから
真実かどうか

みんなに公平か

◆ 委 員 会 報 告 ◆
ゴルフ部 三宅善太郎キャプテン
11月20日（土）、本年度第2回ゴルフ部コンペを開催致
しましたので、ご報告を申し上げます。当日は快晴の下、
20度近くまで気温も上がり絶好のコンディションでし
た。
16名が鳴尾ゴルフ倶楽部に集結しまして、ベテラン会
員と若手メンバーが親睦を深めながら歴史ある難コース
と格闘した、そんな一日でした。
鳴尾GCは1920年鳴尾浜で設立されましたが、1930年
現在の川西に移っています。翌年、超大物設計家のイギリ
ス人 チャールズ・アリソン氏がコース改修を行い、その姿
が現在に残っているとのことです。このアリソンという
方が日本のコース設計に大きな功績を残されておりまし
て、現在の名門と呼ばれるコースに直接・間接問わず大き
な影響を与えています。皆様もアリソンゆかりのコース
を訪ねて廻るというのも楽しいのでは。
さて成績発表です。16名中100切が5名、ベストスコア
88となりました。
優勝：山本（智）会員 準優勝：佐伯会員 第3位：光信会
員でした。山本さんが欠席なので次週優勝カップを授与
させていただきます。
次回コンペは来年4月23日（土）宝塚GCの予定です。

卓 話

11月26日〈第4例会〉

「東京オリンピック、ゴルフ競技の裏話と中小企業M&A
実体験について」

大東将啓氏
（山口 寛会員担当）

私は今回、日本プロゴルフ協会か
らの要請で、ゴルフ競技の技術担当
ボランティアとして参加させて頂き
ました。
今回のゴルフ競技には最新のオメ
ガシステムが導入されて、全選手の
全てのショットのデータを計測記録
し、放送などに反映されていました。
この新システムは、昨今の欧州プロトーナメントで
使用するために開発されたものとのことです。各ホー
ルのフェアウエイとグリーンサイドに担当が一日中張
り付き、計測機器とタブレットを使って毎ショットの
位置情報を入力していきます。
男子は7月29日（木）、女子は8月4日（水）からそれぞ
れ4日間のストローク競技でメダルを争います。各60
名の出場選手が、7時30分からアウト1番よりスタート
していきます。オメガシステムは、アウト担当が朝6時
半集合で、それぞれの配置につきます。最初の組が担当
場所に来てから約4時間後、最終組がプレー通過した後
に、持ち場を撤収して業務終了となります。私は男女通
して8日間、全て15番のグリーンサイドを担当しまし
た。
女子の部では、3日目から台風接近の影響でスタート
時間が6時半に繰り上がったと同時に、アウトとインの
両方のスタートとなりました。したがって、15番担当の
私も朝の集合時間が5時半となり、始発の電車で現場に
入らなければならない状況となりました。雷で中断し
た男子の時は、電車で家に着くのが夜9時を回り、朝一
番から猛暑のなかの作業に加えて長時間の拘束のため
体力の限界となりました。
霞が関カンツリー倶楽部は、関東でも猛暑で有名な
場所です。今回のオリンピック期間も酷暑に加えて、雷
による順延が度重なりました。

好意と友情を深めるか

みんなのためになるかどうか

私は、2013年から毎年全米プロを現地取材させて頂
き、全選手のスイングをカメラに収める定点観測をし
てきました。全米プロ選手権は、155名の出場選手のた
めに1か所に10時間以上滞在する事も珍しくありませ
ん。しかしながら今回の霞が関カンツリー倶楽部の酷
暑にはまいりました。観測機材が設置されている箇所
は屋外のため、もちろん空調や扇風機も有りません。
しかもテレビ塔の横のために風通しがほとんどありま
せん。8日間の競技中、わが人生で一番汗をかいたと思
います。飲み干した水分も合計で30リットルを越えま
した。大会は予備日を使わずに無事に終了しました。
それに加えて稲見萌寧選手の銀メダル獲得と大成功
裏の結末となりました。華やかな競技の陰で、いろいろ
な方々の支えで成り立っていることを、改めて学ばせ
て頂きました。

にこにこ箱
11月26日（第4例会ハイブリッド）
・大東様、本日はありがとうございます。
小林（正）会員
・大東さん、卓話楽しみにしています。
岡部（泰）会員
・本日の卓話は大東将啓氏に依頼しました。ご清聴よ
ろしくお願いいたします。
山口会員
・青野さん、
久しぶりの楽しい時間有難うございました。
南賀会員
・大東様、いつもネット工事のご注文ありがとうござ
います。本日の卓話楽しみにしております。
村上会員
・鳴尾のバンカーに怯え、出ずに焦り、逆上する。ゴル
フとはメンタルなり。
三宅会員
・岡部君、功労者表彰おめでとう。
西谷会員
・晴天の元、名門鳴尾ゴルフ倶楽部でのラウンドを堪
能させていただきました。
前半は鳴尾の雰囲気に圧倒されましたが、後半はゴ
ルフの神様に見守られながら楽しくラウンドさせて
いただきました。ご同伴いただきました光信先生、
岡倉さん、石濱さんのお陰で優勝できました。ありが
とうございました。
山本（智）会員
・三宅センパイ、いつも送迎ありがとうございます。
また、お願いします。
石濱会員
・三宅キャプテン、山本（智）さん、楽しいゴルフコンペ
をありがとうございました。趣味の欄の「ゴルフ」の
文字が、ますます小さくなりました。
元氏会員
・ゴルフコンペ、連続2位でした。ありがとうございま
した。次回も2位ねらいでシルバーコレクター目指し
ます。
佐伯会員
・その他、欠席お詫び 1件

11月ニコニコ合計

！
会員増強にご協力を！

128,000円

（編集担当

野村・細川）

