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▲

本日のプログラム
　「おもしろいはなし」
　舟橋弘晃 副会長

▲

５月19日のプログラム
　「未定」

「マスターズ　ゴルフトーナメント裏話」 藤岡千秋 プログラム委員長

４月28日のプログラム

１．オーガスタナショナルゴルフコースの歴史
　球聖ボビー･ ジョーンズは，1930年頃，自分で新しいゴルフ場を作りたいと夢を
膨らませ，ジョージア州オーガスタの市街地に場所を選び，コースはバンカーが少
なく，自然の丘を利用し，クリークやウォーターハザードを使った，英国風でない
アメリカ的なゴルフ場を目指しました。

２．マスターズゴルフトーナメントの歴史
　第１回大会は，1934年４月に開催され，途中，第二次世界大戦時の1943〜1945年
の３年間は中断され，この間は戦争を支援するため，牛と七面鳥の飼育場として使用されていました。以
後，今年で80回の開催を重ねております。

渡航
　成田→アトランタは直行便で14時間，アトランタ→オーガスタは車で３時間
１．宿泊
　一般的にはホテル宿泊となりますが，この週のオーガスタはお祭りの行事もあるため，どのホテルも値
段が非常に高くなり，平均的なホテルで50,000円 / 泊，１週間で350,000円程度となります。常連客はオーガ
スタの丘のあたりにある別荘を借りて１週間過ごします。
２．セキュリティ
　ゴルフ場への入場については，飛行機並みのセキュリティでした。チェックは４回あり，１番目は入場
パスのチェック，２番目は手荷物検査で，カメラ，携帯，金属類は一切持込不可，３番目は金属探索機で
の服装検査，４番目は入場パスと本人の確認，以上の検査の後，ゴルフ場への入場が許可されます。
３．コース管理
　ゴルフ場のアゼリアの開花時期をコントロールし，マスターズ開催に合わせ見頃にする努力がされてお
り，その眼下に開かれた光景は素晴らしく，美しいガーデニングの中でのゴルフであると思いました。も
ちろん，フェアウェイは雑草もなく，マスターズはラフが無いため，外周の松葉の茶色とフェアウェイの
若草の芝とのコントラストは，誠に美しく見えました。



例会報告（4/28）

出席報告
　会員数　98名（内出席免除者18名）
　出席者　75名（内出席免除者出席13名）
　出席率　80.65％（前々回訂正後出席率92.78％）
　ビジター　０名

会長挨拶・報告
　昨日，カエルが鳴いているのを聞きました。我が家は郊外にあり，用水路もすぐ近くにありますが，こ
のように４月からカエルの声を聞いたのは初めてのような気がします。
　先週末，皮膚科の全国大会が岡山で開催されました。その招宴が後楽園の鶴鳴館とその庭園で行われま
したが，日が落ちてくる頃には満月の月がゆっくりと上がり，岡山城と共に浮かび上がって本当に絵にな
る風景でした。日本中から参加していた人達は，後楽園とその背景の美しさに感動していました。改めて，
岡山の良さを実感した１日でした。
　また24日には，おかやま西大寺マラソン大会が行われました。岡山東 RC も協賛団体として参加しており
ましたが，救護班としても参加しました。諸國米山記念奨学会委員長，済生会病院からは大澤職業奉仕委
員長を始めとする若手の医師２名と私が参加しました。子供の小さな擦り傷もありましたが，ゴールした
後に倒れ込む人達，嘔吐する人，担架で運ばざるを得ない人など，想像以上に大変でした。ボランティア
として参加された会員，実際にマラソンに参加し完走された会員，日差しの強い中本当にお疲れさまでし
た。

　 臨時理事会報告 
　「平成28年熊本地震」義捐金について承認されました。

幹事報告
１．青少年奉仕委員会の協賛事業であります西大寺マラソンが４月24日（日）に開催されました。会員の

皆様にご協力いただき，ありがとうございました。
２．４月24日（日）地区研修・協議会が米子コンベンションセンターにおいて開催されました。齊藤次期

会長，佐藤次期幹事ならびに赤松次期職業奉仕，大河原次期社会奉仕，池田次期国際奉仕，石原次
期青少年奉仕の各委員長がご出席されました。

３．５月のロータリーレートは，１ドル＝110円です。
４．次週５月５日は祝日で例会はお休みです。次回，５月12日（木）は例会場がアークホテル岡山となっ

ております。時間は通常通り12：30〜です。休み明けですが，皆様お間違えないようにお願いいた
します。

５．オクトンより，ロータリースケジュールカレンダーの注文と見本が届きましたので回覧いたします。
ご希望の方は名簿に○印をお付け下さい。

お 食 事
ピーチポークフィレカツ丼，茶碗蒸し，
御飯，味噌汁，フルーツ２品



６．義援金の箱を回します。
７．マイロータリーへの登録をよろしくお願いいたします。
８．他クラブ週報を回覧いたします。

●スマイル●
荒川 以前，当クラブで卓話をしていただいた盲学校の竹内先生に皮膚科の学会で講演をして

いただきました。皆，感動していました。
坪井 23日には，小生の退院１年を記念して，快気祝いのコンペに多数のみなさんにご参加い

ただき，ありがとうございました。お陰様で，あと10年元気に生きられそうです。
砂山 荒川会長の所で腫瘍の手術をし入院していました。４月初めての出席です。
井上（一） ①家内の誕生日に美しい「アジサイ」をいただきありがとうございました。　②私の個展

の案内，ポスティングさせていただきました。時間がありましたらお越し下さいませ。
更井 先日は齊藤エレクトに大変お世話になりました。
糸島 先日の坪井パスト会長の快気祝いのコンペで特別賞のパターをいただきました。１年半

ぶりでしたが回れました。
西下 お祝いゴルフでいい（11位）賞品をいただきありがとうございました。
石井 先日の坪井パスト会長快気祝いコンペで激戦の上，指定席の BB 賞がとれました。ご協

力いただきました。宮本会員，眞殿会員，横手会員に感謝します。坪井パスト会長には
お気遣いいただきありがとうございました。

舟橋 先週は坪井パスト会長にゴルフコンペで大変お世話になりました。ありがとうございま
した。

根木 ①４月24日の西大寺マラソンでは，大澤委員長，諸國委員長，大変お世話になりました。
石原会員 AED ありがとうございました。使用せず無事終わりました。改めて東 RC のパ
ワーに感心しました。感謝！　②糸島先生お世話になりました。本年度も引き続きよろ
しくお願いします。

内山（淳） ①坪井パスト会長には，先日のゴルフコンペで大変お世話になりました。素晴しい賞品
をありがとうございました。　②荒川会長，先日はごちそうしていただき，ありがとうご
ざいました。チャーターナイト特別例会に向けてしっかり準備していきたいと思います。

佐々木 坪井パスト会長，先日はありがとうございました。これからもますますご健康でお過ご
しください。

藤原（唯） 先週は出席委員会のとき一番目とは思わずあわててとちりましてすみません。又

S A A 

委員会報告
●広報委員会　土井雅人 副委員長

「ロータリーの友」４月号　主要記事のご案内
　（横組み）�RI 会長メッセージ　やるべきことは自

らの手の中に
　　　　　心は共に　東日本大震災
　（縦組み）ロータリー・アット・ワーク
　　　　　 親睦家族会で震災復興のチャリティー

コンサート

表彰
　2014－15年度「End Polio Now：歴史に１ページ
を刻もう」キャンペーンの感謝状が地区 RC より
届いております。荒川会長より，齊藤博臣2014－
15年度副会長に感謝状が贈呈されました。



４RC合同ゴルフコンペ�並びに�第８回ゴルフ同好会（4/29）
　４月29日（金・祝）に赤坂レイクサイド・カントリークラブにて，４RC 合同ゴルフコンペ並びに第８回例
会が開催され，４RC（岡山東・備前・岡山丸の内・赤磐）から，総勢53名が参加し，例年同様に盛大なイベ
ントとなりました。
　天候は快晴・微風と絶好のゴルフ日和でした。４RC の個人戦は，ダブルぺリア競技となり，優勝：藤岡
会員，準優勝：仁科会員，第三位：佐々木会員その他第10位までに当クラブ会員が８名を占める結果とな
り，団体戦は，当クラブが覇者となりました。
　また，理事長賞として，坪井パスト会長より自転車をご提供賜り，当日賞とさせていただきました。
　同時競技，28名のメンバーで行われた第８回例会で優勝されたのは，団体戦でもご活躍の荒川会長でし
た。準優勝は藤井会員，BG は４RC 合同コンペ同時受賞の三垣会員でした。おめでとうございます。
　表彰式も団体戦優勝に貢献されたメンバー他，参加メンバー全員の健闘を称える和やかな式となりまし
た。
 ［文章提供：岡﨑秀紀 会員・写真提供：佐藤英明 会員］

（第８回例会） OUT IN GROSS HC NET
優勝　荒川　謙三 会員 44 44 88 13 75
２位　藤井　一也 会員 50 45 95 20 75
３位　岡﨑　秀紀 会員 43 43 86 11 75
ＢＧ　三垣日出人 会員 40 38 78 ＋２ 80

４RC ２位　仁科会員 ４RC ３位　佐々木会員４RC １位　藤岡会員

S.A.A. に協力。
浮田 ４月は２回も例会欠席をしました。１回は流行性結膜炎で外出禁止令がでて，蟄居して

いました。誕生祝い，結婚祝いをありがとうございました。
諸國 坪井パスト会長，全快コンペに参加させていただきました。ありがとうございました。
白髭 原尾島クリニック デイケア，デイサービス通所者による作品展を平成28年４月25日〜５

月１日迄，山陽新聞社さん太ホールで開催中で，御来場の程よろしくお願いします。
北村 先日の坪井パスト会長，快気祝いゴルフコンペに参加させていただき，立派な賞品をい

ただきましてありがとうございました。90才迄ゴルフを頑張られるとの事，益々お元気
でこれからも御指導の程よろしくお願いいたします。

横手 ①坪井パスト会長，先日はありがとうございます。　②先日，当日賞でキャスコドルフィ
ンウェッジ58をいただきました。髙藤さんのおかげです！

大西 松本さんお世話になりました。おまかせしたおかげで良い店舗ができました。感謝です。
弘中 ４月25日は妻の誕生日でした。きれいなお花をいただきありがとうございました。
朝霧 去る24日の西大寺マラソン，大変お世話になりました。お礼と来年への期待も込めてス

マイルします。
髙山 ①先日は齊藤エレクトにお世話になりました。　②早退します。
三垣 ①坪井パスト会長のコンペでハンディと同伴者に恵まれて優勝しました。ありがとうご

ざいました。大西会員ありがとうございました。
 23件　129,000円



第９回ゴルフ同好会（鳥取遠征）（5/7－8）
　５月８日（日）に大山アークカントリークラブにてゴルフ同好会第９回例会が開催されました。前日７日

（土）は，大山ゴルフクラブにて21名の同好会メンバーが岡山を早朝に出発して親睦ゴルフコンペが行われ
ました。また夜は，皆生シーサイドホテルに他の同好会メンバーも合流して懇親会が開催され，29名の同
好会メンバーが和気あいあいと親睦を深め，皆生温泉で潮風を感じながらのお湯と温泉街の風情を楽しむ
ことができました。ゴルフコースをご準備下さいました藤岡会員，ツアーならびに豪華なバスをお手配い
ただきました横手会員・菅野会員，ありがとうございました。
　当日は五月晴れの素晴らしいコースコンディションの中，30名のメンバーでのゲームを征しての優勝は，
前半アンダーパーで回りました佐々木会員，準優勝は渡邊（修）会員，第三位は阿部会員，BG は県外でもス
テディーな三垣会員でした。おめでとうございます。
　ご参加の皆様，本当にお疲れ様でした。
　次回の第10回例会は，６月５日（日）東児が丘マリンヒルズゴルフコースにて予定しております。皆様の
ご参加をお待ちしております。
 ［文章提供：岡﨑秀紀 会員・写真提供：内山淳 会員］

東 RC ２位　藤井会員

４RC 団体優勝

東 RC ３位　岡﨑会員東 RC １位　荒川会長

４RC ベスグロ　三垣会員



（第９回例会） OUT IN GROSS HC NET
優勝　佐々木　篤 会員 35 44 79 ８ 71
２位　渡邊　修司 会員 44 48 92 19 73
３位　阿部　英夫 会員 42 42 84 10 74
ＢＧ　三垣日出人 会員 37 41 78 ＋２ 80

準優勝　渡邊修司会員

大山アーク CC にて集合写真

３位　阿部英夫会員優勝　佐々木篤会員

皆生シーサイドホテルにて懇親会

５月の月間行事予定  青少年奉仕月間

例 会 行 事 プ ロ グ ラ ム そ の 他 の 行 事

５日例会休会
12日移動例会

19日通常例会

26日通常例会

・法定休日
・「お祝い行事」
・「おもしろいはなし」舟橋弘晃 副会長

・「未定」

・「38年間の事業活動を通じて私が学んだこと，
感じたこと」

　ベネッセコーポレーション 前代表取締役社長
明田英治 様

７〜８日　・遠征ゴルフ（大山アーク CC）
12日　　　・理事会
　　　　　・第６回クラブ協議会（新旧）
14日　　　・ 次期地区会員増強・R 財団合同

セミナー（米子コンベンションセ
ンター）

15日　　　・岡山北西 RC 創立25周年記念式典
　　　　　　（ホテルグランヴィア岡山）
20日　　　・メークアップ体験（備前 RC）
21〜22日　・遠征東風の会（菊之湯）
28〜31日　・国際大会（ソウル）

５月の月間メニュー

５日例会休会
12日移動例会
19日通常例会
26日通常例会

・法定休日
・（於　アークホテル岡山）
・酢豚，豆腐と春雨と野菜スープ，季節野菜のサラダ，小鉢３種，ザーサイ，御飯，コーヒー
・ オニオングラタンスープ，ハンバーグステーキ デミグラスソース 温野菜添え，シーザーサラ

ダ，コーヒー


