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■ 会 長 報 告        玉木 潤一郎君 

日曜にゴルフコンペ

楽しく開催されま

した。先輩方には

いつまでも元気で

ゴルフをしてほしい

です。 

 

土曜には会長幹事会に行ってきました。 

 

・磐田 RC会長から 

杉浦第 5 グループガバナー補佐の文書は残念

だった。我々の統一見解ではなく、IMの成功に

水をさされた気分だ。 

先の分区再編が話し合い不十分だったが、今回

またここで再編すれば更にしこりを残す。 

実は今日も会長幹事会に来づらかった。 

 

・志田ガバナーから 

山梨は分区不満がどうしても多くなる。 

山梨や東部は少人数でガバナー補佐を出し続ける

のが大変。 

荻原さんが分区再編などの経緯を踏まえずに

杉浦補佐と適当な話をぶち上げただけ。 

現行は５年はやってみてから考えたいし、第 4

グループはむしろ問題がないエリア。 

ガバナー輩出を機に揉めて解散したクラブもある。 

荻原さん就任も、東部の某クラブが選出できず

解散決議までいったので、東部選出枠でガバナー

にした。しかしこれは静岡ロータリーが責任を

取らないといけない。 

 

皆さん、藤枝ロータリークラブは今後も仲良く

やってきましょう！ 

 

 

 

■ 幹 事 報 告          鈴木 邦昭君 

・会員手帳のアドレス修正のご案内を回覧させて

いただきました。 

■ 出 席 報 告          仲田 廣志君 

本日のホームクラブ 

出席者 
前回の補正出席者 

36／40 90.00％ 37／40 92.50％ 

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

大杉君 鈴木舜君 仲田晃君 八木君 

■ スマイル B O X         仲田 廣志君 

・日曜のゴルフコンペで馬券あてました。NTT

池谷さんのおかげです。   玉木 潤一郎君 

・ゴルフ同好会の皆様おつかれさまでした。

馬を２口当てさせて頂き、ありがとうござい

ました。皆様のご期待に沿えずスコアがまったく

伸びておりません。そこで改名を考えており

ます。「オオタタッキー」大たたきタッキー

と呼んで下さい。       太田 暢裕君 

スマイル累計額  ８０，０００円 

■ 同 好 会 卓 話                       

 

 

麻雀同好会ﾘｰﾀﾞｰ 

  森下 敏顯君 

 

 

 

今年度も残念ながら同好会の活動はコロナも有り

活動できませんでしたが、コロナの状況を見ながら

親睦の機会を作りたいと思っています。 

本日の卓話に当たりご報告する事もないので

そもそも麻雀て何者なのかとネットで少し調べて
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みました。 

調べると麻雀の事を何も知らずに楽しんでいた

なあと思いました。大昔から中国でやっていた

ものと思いましたが日本が明治維新の頃 150年

程前に従来のカードゲームを他の物と合体させて

完成させたものだそうです。 

そして一番、意外だった事は 100年程前には日本

よりアメリカで全ての人種の間で流行して流行歌

までできたそうです。 

アメリカの学校で麻雀を教えている写真もあり

ます。しかしアメリカではその後すたれてしまった

ようです。 

日本では明治、大正、昭和初期時代はいわゆる

文化人階層でやられていたようですが、太平洋

戦争後に復活し昭和 40、51年代が一番真っ盛りの

ブームでした。 

今の若者たちがネットゲームに夢中なのと同じ

事を団塊世代の我々も夢中になって麻雀をやって

きたことがわかりました。 

その後麻雀もデジタル化の世界に入ってきており

従来の我々の経験した、タバコもうもうの不健康、

不健全なイメージとは違う楽しみ方に変わって

きているようです。 

一部ではボケ防止に良いと推奨されている向きも

有り、早くコロナと共存できる社会情勢になって

皆さんと麻雀を楽しみたいと思っていますので

ご期待下さい。 

 

 

 

 

音楽同好会ﾘｰﾀﾞｰ 

 玉木 潤一郎君 

 

 

音楽同好会は、もとはカラオケ同好会でした。  

一度だけ夜間例会でカラオケ大会をやりましたが、

予選会に応募者が少なくて、例会がいきなり

決勝戦となりました。 

今はコロナでカラオケも行きにくくなっています。 

現状ではなんの活動もできずにいますが、いつか

また企画できるといいです。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ同好会ﾘｰﾀﾞｰ 

山田 賀昭君 

 

  

 

ゴルフ同好会リーダー栗原さんよりリーダーを

務めるよう依頼を受け 2020 年からゴルフ同好会

リーダーを務めさせていただきます。どうぞ

よろしくお願い致します。 

 

ゴルフ同好会に参加した皆さんはゴルフプレー

楽しむ以上に、明るくなごやかな雰囲気のコンペ

を楽しんでいただいております。 

会員相互の交流、親睦が自然に深められており 

出席率もよく皆さんに楽しんでいただいており

ます。 

 

同好会優勝カップの紹介 

 

健康増進につながります。 

10/25 コンペが開催されました村松会員と

平会員と同伴協議いたしました、平会員は

カートに乗らずほとんど歩いてプレーをしており

運動することで膝のいたみを克服していたよう

です。マスクもはずしてのびのびと体を動か

して空気をいっぱい吸い込みます、ますます

健康につながっていきます。 

 

同好会会員の拡大・参加率の向上も目指しており

ます。 

ゴルフをはじめたいと思うひとは 是非声を 

かけてください。 

メンバーのなかでも上手な人は沢山います。 

教わりながらチャレンジできます、池ノ谷さん・

平野さんどうですか？是非同好会にご参加下さい。 

ゴルフ用品のことでしたら私がご案内いたします。 

クラブの振動数理論と重量を考慮したクラブを

見つけます。 

はじめてみようかなとおもいましたら是非ご相談

ください。 

 

昨年より引継ぎしていただいている河森幹事さん

には大変ご苦労していただいています。 

ドリフト運転のように ゴルフ大会の段取りも

スピーディーに企画しすすめて頂いております。 
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本年度の第 1 回の開催は旅行をかねたゴルフ

大会を企画・実施していただきました、河森

幹事より一泊 2日のゴルフ大会のお話をいたし

ます。稲取カントリーにて開催・次年度は小

田急西富士コースにて開催いたします。 

 

 

 

ゴルフ同好会幹事 

   河森 栄介君 

 

 

 

2020-2021ゴルフ同好会の活動を報告します。 

２０２０年８月２９～３０日に宿泊強化合宿+

第一回コンペを稲取ゴルフクラブにて行い

ました。 

COVID-１９が収まらぬ中での開催はどんなもんか

という意見もあるかと思われますがそれは全く

心配無用なことでした。 

 その理由は８月９日に同好会メンバー有志が

私と共に命を懸けた下見に同行してくれました。

下見にしては少し人数が多かったように思い

ますが（笑）色々な角度からのご意見、ゴルフ場、

宿泊場所の対策を確認しこれならば皆さんに

御迷惑を掛けることもないと判断し本番を迎える

ことが出来ました。 

しかし、下見当日は稲取の各ホテル駐車場には

某ナンバーの高級車が多く停まっており少し

焦ったのを思い出します。 

そして、１０月２５日に第二回コンペが１４名

にて開催されました。次回は１１月２９日に

第三回コンペを予定しております。通常は年

４回のコンペ開催なのですがこのペースですと

どう考えても４回以上になりそうです。その

場合は会費の追加をお願いするかもしれません。 

また、来年の８月２８~２９日には富士山の麓で

涼しい小田急西富士ゴルフ倶楽部にて宿泊強化

合宿+第一回コンペを予定しています。初心者の

方、最近ゴルフから遠ざかってしまっている方、

ベテランの方は是非ご参加願います。全員に

優勝できる可能性があるルールでプレー出来る

ところにゴルフコンペの魅力があると感じます。 

いつまでも楽しくコミュニケーションをとれる

ゴルフ同好会を大切にしていきたいと思います。 

 

 

★ 冠 講 座                     

＜開講日＞ 

   令和 2年 10月 27日㈫ 

＜講義内容＞ 

   「電気のおはなし」 

＜担当者＞ 

中部電力パワーグリット㈱ 

     藤枝営業所長 横山 稔君 

令和 2 年 10 月 27 日(火) 13:20 より静岡産業

大学 ウイステリアホールにて第 3回目となる

冠講座が開講しました。担当講師は、中部電力

パワーグリッド株式会社 藤枝営業所長 横山稔氏

です。 

学生さんの出席は 8名で、日本人の学生は 1名

です。 

まず、堀川副学長から横山氏が勤務する中部電力

グループについてイントロダクションがあり

ました。 

 

続いて、横山氏の講座が開講しました。 

冒頭、横山氏は海外の学生さんの出身国を事前に

調べられていて、中部電力とベトナム、インド

ネシア、スリランカとの関係について語りました。

学生さんが知っている地名が出てくると、一気に

学生の表情が変わりました。 

 

中部電力は送配電事業を分社化し、中部電力

パワーグリッドとなりました。パワーグリッドの
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仕事は技術部門と事務部門に分かれています。

それぞれの業務を解説したあと、グループ話―ク

（横山氏の造語）に入りました。 

テーマは『停電』についてです。ディスカッション

のあと、代表がグループで話し合ったことを

発表します。 

 

発表で出てきた内容は、 

⚫ 停電があるとスマホの充電ができなくて、

コミュニケーションが出来なくなる 

⚫ スリランカでは 1 か月に数回、４～5 時間

の停電がある 

⚫ 日本の場合、停電の経験が少ない 

⚫ 冷蔵庫・エレベーター・病院・などが困る

ことが想像できる 

などです。 

停電について、学生の頭が回転しているタイ

ミングで、現実として中部電力管内で発生した

停電の原因となった写真を投影し、特に台風で

大きな被害が発生した事例を元に発生から復旧

までを時間軸で見せてくれました。 

中部電力の社員が、電力というライフラインを

支えていて、停電が万が一発生した場合、万全の

体制で復旧しようと備えていることが分かり

ました。 

中部電力では、停電アプリを開発して自宅や

勤務先に停電が発生した場合、スマホに通知が

来て復旧までの時間などを案内してくれるように

なっています。QR コードを使って学生がイン

ストールしていました。 

最後に、中部電力グループが地域に対して行って

いる事業を紹介しました。 

⚫ MYFCに対する支援 

⚫ 街なかシェアサイクル 

⚫ 松の消毒 などです。 

以上で横山氏の講義は終了です。残り 15 分で

学生が振り返りのレポートを記入して冠講座が

終了しました。          (村松君) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

《10 月～11 月の事務局開局日時》 

※ 開局日時は変更になる場合があります。 

最新の情報は、ホームページでご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

（担当／太田君） 

月 火 水 木 金 

26 27 28 29 30 

閉局 10：00～ 

16：00 

09：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

11/2 3 4 5 6 

10：00～ 

16：00 

閉局 9：30～ 

17：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

9 10 11 12 13 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

16 17 18 19 20 

閉局 10：00～ 

16：00 

9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

閉局 

23 24 25 26 27 

閉局 閉局 9：30～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

10：00～ 

16：00 

30     

閉局  

 

  

 

 

 

ソングリーダー…… 

 北島 毅君 

ソング……  

我らが藤枝ロータリー 

事務局 

〒426-0037 

藤枝市青木 1-11-10 アクセス 21 

TEL054-647-2300 FAX054-647-2040 

E-mail: club1972@fujieda-rotary.org 

四つのテスト 


