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「人類に奉仕するロータリー」
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（㈱岡田屋３階会議室）

毎週水曜日／12時30分～１時30分

代わり、不肖（宇城ロータリークラブ）が事

の経緯を説明し、皆様の真心と自転車を贈呈

させていただきます。

　自転車をコンテナから降ろし、組み立てを

しながら思いました。錆び付いたネジを緩め、

固くしまったハンドルを自由にし、少しでも

傷をつけないよう、多く積めるよう、大変な

作業だったと思います。

　今回の地震で、全国のロータリアンからの

支援をいただきました。

　改めて、ロータリーの素晴らしさ、そして

ロータリアンの高潔性を感じ心が震えました。

大切なお時間を頂戴し、エネルギーを使って

いただき、もちろん輸送費等も大変だったと

心得ます。

　追って、宇城市長からもお礼のあいさつが

届くと思いますが、先ず、私からこのプロジェ

クトに関わっていただいたすべての皆様に、

心からお礼を申し上げます。本当にありがと

うございます。

　朝夕、めっきり冷え込むようになりました。

どうぞ、ご自愛くださいますよう、皆様のご

健勝を熊本の地から祈念いたします。

　　　　　　2720 地区宇城ロータリークラブ

　　　　　　　　　　　　幹事　土谷　壮司

２）新横浜ロータリークラブから支援の義援

金が届きました。

■司　　会　副 SAA  滝澤　亮

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　それでこそロータリー

■出席報告

■本日の欠席者
安藤（公）、本山

■他クラブ出席者
佐藤（真）（横浜瀬谷 RC）、新川（新横浜 RC）

■ゲスト
金子　住憲様（プロゴルファー）

秋内　　繁様（元会員）

■会長報告
１）第 2720 地区宇城ロータリークラブから自

転車のお礼が届きましたので紹介します。

　ご寄贈いただきました 21 台（宇城市役所分）

は責任もって組み立て・点検を完了し会員の

整備工場から、本日宇城市役所に納めさせて

いただきました。守田市長はじめ　浅井副市

長も大変喜んでおられました。次回の自転車

もご都合がつけば宇城市に頂戴できないか？

と聞かれました。

 今後の予定といたしましては、10 月 22 日午

後 3 時 30 分　宇城市市長室に於いて地場情報

雑誌・熊日新聞の取材を受け、横浜旭 RC 様に

本日の出席数        23 名

本日の出席率  　   92％ 修正出席率     　 100 ％

会 員 数 　 　 　  3 1 名

２０１６年１０月２６日 第２２６５回例会　VOL. ４８　No. １６



　　　午後 13 時 30 分より　受付 13 時～

場所　「サンハートホール」

　　　二俣川北口ライフ 5階

申込締切　11 月 10 日 先着 300 人 入場無料

　旭 RC の会員・家族多数の申し込みをお待ち

しております。

■横浜旭 RCゴルフコンペのご案内
　　　　　　　　　　　　　　　安藤　公一

　仲秋の候、皆様方におかれましては益々ご

活躍のこととお慶び申し上げます。本年度旭

RC 青木会の強いご意向により、OB・OG の皆様

や、鶴峰 RC 関係の方々、そしてお知り合いご

友人等及びして賑やかに開催致したく、宜し

くお願い致します。

日時　12 月 8 日㈭ 8:30 分集合

場所　レイクウッドゴルフクラブ

　　　東 OUT　8:49 スタート（５組 20 名）

　　　神奈川県中郡大磯町黒岩 169

　　　℡ 0463-72-1150

賞品　優勝、準優勝、3位、7位、BB

      ニアピン× 4　ドラゴン× 2

　　　ベストグロス

参加費　7,000 円（賞品代、パーティー代）

　　　　プレー代、昼食代は各自精算

申込期限　11/15 まで

FAX　045-382-7131

e-mail　ando.koichi@andocorp.jp　　

■クラブ研修報告　　　　　　　福村　　正

日時　10 月 19 日例会終了後

グループ Dメンバー　

　太田（勝）、佐藤（利）、兵藤、福村

テーマ　R財団

ロータリークラブの基本理念は奉仕の実践。

奉仕活動は自ら行うものであれば、理念を同

じくする同志に代わって行っていただくもの

もある。その原資が寄付金であり、ロータリー

において寄付が奉仕活動とも言える。財団に

対して我々の思いを込めて寄付をしよう！

■雑誌委員会　　　　　　　　　新川　　尚

ロータリーの友 10 月号紹介

○横組み　

１）RI 会長のメッセージ

　10/24 は世界ポリオデーということで「最

後の闘い」と題したメッセージが掲載されて

います。
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　また瀬谷ロータリークラブの石井会長より、

自転車の作業について、是非ともお手伝いし

たいとの申し出がありました。

　つきましては、次回の作業日程が決まり次

第連絡したいと思います。

■社会奉仕委員会　　　　　　　二宮麻理子

１）来年２月４日の講演会に向けて準備をし

ますので 11 月２日㈬例会後に委員会を行いま

す。ご出席よろしくお願い致します。

２）熊本みかんは 11 にみなさまのところに届

けられる予定です。楽しみにお待ちください。

■親睦委員会　　　　　　　　　田川　富男

　年末恒例のクリスマス家族会への出席申込

を次週 11/2 例会時から受け付けいたします。

ふるってのご参加をお願い申し上げます。

■大川伸一会員の講演会のご案内　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　佐藤　利明

　公益社団法人保土ヶ谷法人会主催による「税

を考える週間」の合同研修会が開催されます。

「がんをもっと知ろう～もうすぐやってくる超

高齢化社会に備えて」をテーマに、わが旭 RC

大川伸一会員（県立がんセンター病院長）に

よる講演があります。

日時　11 月 22 日㈫
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２）特集写真で振り返る日本のオリンピック

とロータリー

　東京、札幌、長野のロータリーは聖火台の

寄付をしてきた

３）ロータリー財団 100 周年を祝う

　グローバル補助金の活用事例

　ベトナムにおける内視鏡手術

　タイに浄水器を設置

○縦組み

１）Speech

　NPO 法人ロシナンテス理事長　川原尚行氏。

アフリカスーダンへ医療を届ける活動をして

いる。「自分に誇りを持って相手を理解する」

２）クラブを訪ねて

　佐渡南ロータリークラブ

３）友愛の広場

　ユニバーサルデザインタクシー川崎中央 RC

関進氏。

　ユニバーサルデザインタクシーとは、車の

天井が高く車椅子のまま乗車できるタクシー

のことで、導入には行政や業界団体の協力が

必要とのこと。

４）柳壇

　　　出口にて正直すぎる日本人　　

　　　　　　　　　　吉原　則光会員

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

秋内　繁様 (元会員)／皆様、お久しぶりです。

元気に暮らしております。今日は金子住憲（き

んこばしらけん）さんの卓話を楽しみにやっ

てまいりました。

青木　邦弘／金子住憲様、今日はよろしくお

ねがいします。私も少しゴルフをやっていま

すが、いつもいまいちの状況です。

北澤　正浩／金子様、ようこそいらっしゃい

ました。卓話よろしくお願い致します。

滝澤　　亮／金子様、本日の卓話よろしくお

願いいたします。

二宮麻理子／①金子様、本日の卓話よろしく

お願いします。②秋内さん、お久しぶりです。

ようこそ。

斉藤　善孝／金子様、トーナメントで活躍し

ていた当時をよく覚えています。昭和 50 年代

横浜カントリーで行われた日本オープンでベ

ストアマを最年少で獲得したのも存じていま

す。本日は卓話よろしくお願いします。

岡田　清七／プロゴルファー金子住憲様、よ

うこそ。

吉原　則光／①金子様、ご多用のところ卓話

いただき有り難うございます。面白いお話を

たっぷり聞かせて下さい。②ロータリーの友

10 月号の柳壇第１席になり光栄です。ニコニ

コ＋アルファでお願いします。

市川　慎二／①金子住憲様、本日の卓話宜し

くお願い致します。②秋内さん、お久しぶり

です。

太田　勝典／①プロゴルファー金子住憲様、

ようこそ。②秋内さん、お久しぶりです。

関口　友宏／金子プロ、ようこそ。お話楽し

みです。

佐藤　真吾／①プロゴルファー金子様、当ク

ラブへようこそ。卓話よろしくお願い致しま

す。②秋内さん、お帰りなさい。

大川　伸一／金子住憲プロ様、本日の卓話を

楽しみにしております。

田川　富男／①早いのですが、クリスマスパー

ティーもせまってまいりました。多くの会員

の参加をお願いします。②金子住憲様、ロー

タリーにようこそ。

鈴木　茂之／皆さん、こんにちは。本日の卓

話者はプロゴルファーの金子さんを紹介しま

す。金子プロ、本日の卓話よろしくお願い致

します。

■卓話
「日本におけるゴルフトーナメントの展望」
　　　　　　　　　　　　　　金子　住憲様

　私は 50 歳の時早稲田大学のスポーツ科研究

科社会人修士に入学し、その時にスポーツビ

ジネスでゴルフに特化した事を少々学びまし

た。そのお蔭で講演とかいろいろな機会に出

させていただきました。なんと言いましても

ゴルフしか知らない人間なので、ゴルフに関
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しては皆様より多少知識と経験があると思い

ますのでそういうお話をさせて頂きたいと思

います。

　昨日紹介者の鈴木さんと話していた時、最

近の男子プロのゴルファーは試合数も減って

元気ないねと話しました。何でなのか、今日

は他の話をする前にこの話題について触れた

いと思います。

　実は私が現役の頃、1990 年頃 40 試合位あ

りました。現在は国内で 24 試合位です。アジ

アも含めて約４割位減ってしまっている。女

子は非常に増えて今 38 試合です。この逆転現

象は世界的に見ても中々ないことです。

　その理由としては、男子はまずお金が掛か

る。賞金総額が高い、女子は少し安い。今ま

ではギャラリーの数、視聴率ともに男子の方

が上回っていましたが、これがある時逆転し

まして、スポンサーとしても、お金はかから

ない、露出度が高い、視聴率がいい、まして

最近では、若い女子プロがどんどん出てきて

います。

　プロアマ大会というのがありまして、これ

は主催者が一年で一極集中で、一回で顧客を

接待する大事なイベントなんです。それに若

い女子プロが台頭して来ていて非常に人気が

ある。男子をやる理由が中々無くなって来て

いる。

　更には、一番の理由は、私の持論なのです

が、タイガーウッズが凄く影響していると思

います。何故かと申しますと、私達の時代で

は、アメリカ・日本ツアーで賞金はあまり差

がなかった。円の為替レートにより、日本の

賞金王がアメリカのそれより上回っていた時

がありました。それが 1996 年後半にタイガー

ウッズが大学を中退してツアーに参戦しまし

た。それがいきなり優勝、次の年度のマスター

ズも優勝してしまった。これで何が変わった

かと申しますと、アメリカツアーに莫大な放

映権が生まれました。放映権によって、世界

140 か国にアメリカツアーを映し、テレビ中

継が世界で行われる事になりました。私の時

代にはそれはありませんでした。アメリカに

は、ジャックニクラウスを始め有名なトップ

プロが居りましたが、年に何秒かしかプレイ

する映像は見られなかったのです。それが今

では毎週のように見られる状況になりました。

その影響をみると、子ども達や一般の方々は、

世界で一番強いのは誰といった事に目を向け

るようになりました。

　当時子ども達に憧れのゴルファーをアン

ケートしてみると、ほとんどが日本の有名ゴ

ルファーであって、ジャックニクラウスといっ

た回答は殆どなかった。今ではローリーマキュ

ロイ、タイガーウッズ、たまに石川遼、松山

英樹です。でも彼らはアメリカツアーに出て

います。

　そういう理由があって、要するに見る人の

目が肥えてきている。もう一つは、様々なス

ポーツ番組が毎日のように中継される事に

なったので、男子ツアーがどんどん減っていっ

てしまった。これから先日本のツアーはどう

なるのか？厳しいです。私の予想ではおそら

く PGA の傘下になるのではないかと考えてお

ります。これから私も日本で育てられたこと

もあり、何とか発展に貢献出来ないか考えて

おります。ただ、男子がしっかりしないと、

女子、シニアも発展しないとゴルフ界全体が

発展しないのではないかと思います。

　話は変わりまして、今日は折角ですので、

皆様のスコアアップに役立つこととして、プ

ロゴルファーは日頃どんな事を考えてプレー

しているのか、ゴルフマネンジメントみたい

なお話してみたいと思います。

　先ず最初に皆さんのゴルフの適正をチェッ

クしてみたいと思います。（ビデオ映像）

　これから映像を始めますが、白いシャツ３

名、黒いシャツ３名が、同じ色同士ボールを

パスします。白い方は何回パスしたか数えて

ください。

　正解は 15 回ですが、それ以外で画面を見て
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何か気づかれた方いらっしゃいますか、そこ

がこの課題の重要な所です。

　では、今度はパスの回数なんか気にしない

で画面をみてください。（画面にゴリラの縫い

ぐるみを着た人が堂々を歩いていた。）皆さん

これに気が付きませんでしたが、要するにゴ

ルフはよーく観察する、周りを見る。一つの

情報に囚われていると、周りのいろんな情報

を見逃すという事。

　これは意外に分からないことで、むしろ子

ども達の方が気が付くようです。以前大人と

子どもを交えた講演会で同じ事をやりまして、

子どもは 1/4 は見つけましたが、大人は 30 名

位おりましたが皆分からない状況でした。子

どもというのはそこも見ているし、周りも見

ているようです。

　私達プログルファーは日頃何を考えている

のかご説明しますが、先ずは観察力です。観

察力とはどういう事かと申しますと、トーナ

メントなどでは、私達は他人のプレーは全部

見ます。ティーショットから全てです。

　何故かと申しますと、ティーショットの場

合でも、自分と同じような選手が打った状況

を確認し参考にします。風や距離の目安。ゴ

ルフ場でも風が舞っている所があります。一

番よく言われるのはマスターズの 12 番ショー

トコースですが、短い 120 ～ 130 ヤードパー

３のコースです。けれども風が吹くと、世界

でも有数の難しいコースとなってしまいます。

あそこは風が舞い、11 番と吹き抜けになって

はいますが、11 番とまったく違う風が吹きま

す。これを信用するかしないか、そして他の

選手の飛び方を見る、前後に 10 ヤードしかな

いので、本当に正確に落さなくてはならない。

あとはショートコースでよく詰まることがあ

りますが、前の組が何処へ行ったか見る、前

の組が全部グリーンオーバーしている。何で

だろう、グリーンの周りは風が吹いていない

のではないのかな、常に周りのプレーを見て

いるわけです。これがゴルフの試合のおいて

とても重要な部分です。今度、試合を見る機

会がありましたら、同伴の選手の動きを見て

みてください。それは、心配で見ているので

はなく、この風で何処に落ちるか確認してい

る訳です。

　次に状況判断。これはどういう事かと申し

ますと、目的。自分はこの試合で優勝は無理

だけど予選はなんとか通過したいとか、これ

は優勝出来るとか、場面場面でどのように判

断するか。アマチュアの方はプロより凄く積

極的です。ゴルフは安全第一なんです。よく

プロが林の中で凄いリカバリーショットをす

ることがありますが、実はこれは一番確率の

いい方法を選んでプレーしております。例え

ばあそこを狙ってあの枝に当っても、その先

に抜ければ横に出すのと変わらないような事

です。ならば狙った方がいいという判断をし

ている訳です。

　アマチュアはすぐに横に出す方がいらっ

しゃいます。林の入ったらすぐ横。プロの場

合は最短距離で狙える所はないのかな、どん

な手段もない場合に横にリアップします。得

は何か、一番得する方法を常に考えるわけで

す。アマチュアは、意外とあっさり横に出し

てしまったり、例えばラフに入れるととても

がっかりしたりします。

　トーナメントでも、アメリカなどでたま

にあるのですが、左ドックレックのコース

で、ドライバーを点で表す映像があるのです

が、ほどんどみなさん同じ所でミスをします。

ショートコースでもそうです。かたまる場所

が必ずあります。６割位の人が打つ場所とい

うのが。それは何故かというと、コースマネ

ンジメントとというか、安全策をとります。

真ん中に打つことは勿論ですが、ミスしたら

どちらがいいか、左なのか右なのか、そうい

う処でリスクマネンジメントをしているので、

次第にかたまってきます。

　アマチュアはどうしてもフェアウエイ、ミ

スすると「あーラフだ」。でもいいラフもあり

ます。行っちゃいけないラフもあります。そ

うするとコースも広く使えるのです。フェア

ウエイだけ見ていると非常に狭いです。だけ

ど行っていい場所を左右どちらかに見つける

と、コースが開けて見えるものなのです。そ

の辺を皆さんこれからまわる時に、あそこと

構えずに、あの辺という感じでまわれると少

しゴルフに余裕が出るのかなと思います。
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　グリーンを狙うのもそうです、やはりピン

の方向、例えば左に池があってピンが左にあ

ると、当然プロの方だと狙う場所が決まって

きます。４日間トータルで考えるとどうして

も安全第一。もちろんそこには技術が要りま

す。そして予備知識。プロでも調子のいい時

ドライバーで打っても、良くない時はアイア

ンでレイアップすることもあります。プロで

もいつも同じレベルではないのです。やはり、

歳によって、体の調子によって、技術的にも

ドライバーで上手くいかなくてもしょうがな

いし、フェアウエイとかうまくいかなくてしょ

うがない。アイアンが上手くいかない時もあ

るわけです。その中で、今自分がすべきこと、

それとコースの予備知識、ここは何処に打っ

たらいいのか。そういうトータルな事を体で

感じながら戦っているわけです。

　もちろん大切な事は技術です。技術がなけ

れば、いくら観察力・状況判断・予備知識があっ

ても目標は達成は出来ないですが、ここにあ

る選手のデータを紹介します。これは先日

ジャパンオープンで優勝した松山選手のデー

タです。彼の４日間のフェアウェイキープ率

(41.07%〈41 位〉）とパーオン率 (68.06%〈２位〉）

です。もちろんジャパンオープンは設定が難

しいです。それにしても彼のレベルでもこん

なものです。ある年のジャパンオープンのフェ

アウェイキープ率は約 20％でした。プロゴル

ファーの中でトップの選手で、フェアウェイ

キープ率が 60％以上であれば、これはドライ

バーが非常に上手い選手なんです。パーオン

率も 65％を上回ると、非常にアイアンショッ

トの上手い選手なんです。プロでもこれだけ

のミスをおかしているのです。何故かと言い

ますと、先ほど申し上げたマネジメントして

いるからです。これがプロがグリーンの真ん

中だけを狙ってプレーをしていれば、必ずもっ

と上の数字が出ます。何故この様な数字にな

るのかと申しますと、必ずミスを想定してプ

レーをしているからです。ミスしてもいい方

向にいつも考えているわけです。フェアウェ

イ真ん中よりも右サイド、もしくは右ラフ、

このコースは左サイドもしくは左ラフ、とい

うふうに攻めていくとフェアウエイの使い方

は狭いけど悪い方にミスをしない。その結果

が思ったより低い数字なんです。そういう場

所に外すと結果パーが拾える。バデーのチャ

ンスが広がる事になります。ゴルフにはアプ

ローチ、パッティングがありますから、カバー

出来ない所に行ってしまうと、もうそのホー

ル、パーを取れなくなってしまう。ましてジャ

パンオープンのように厳しいセッティングで

すと、やはりパーが基本なので、アプローチ

しやすい所、セカンドが狙える所を攻めてい

くと、どうしてもこのような数字になってし

まいます。

　アメリカでもいろいろ数字があります、日

本でもそうですが、名もない選手が上の方に

きたりする事があります。ゴルフはトータル

でリカバリー、パーキープ率もしくはパーよ

り上であがる率、リカバリー率、グリーンを

外した時のパー以上で上がる率、ここも高く

なければなりません。最近アメリカではパッ

ティングの貢献度みたいなものがあって、パッ

ティングが上手いだけでなく、そのパッティ

ングがいかにスコアの貢献したかなどをやり

始めています。

　こんなことで、皆さん自信を失わずに、た

まにはコースへ行って、フェアウエイ何回キー

プしたのか、グリーンに何回乗ったのか、と

いったデータをちょっと自分で確かめてみる

と、今度コースに行った時に、あの時あそこ

に打って OB 出してしまった、もう少しあそこ

に狙ったらボギーで抜けられたのに、という

事がどんどん出てくると思います。簡単なデー

タ取りながらゴルフをするのも以外に楽しい

かも知れません。

　最後に、先日亡くなったアーノルドパーマー

の言葉を紹介します。

　「自信ある自己流は自信なき正統派に勝る」

ということで、皆さんスイングの形は気にし

なくていいです。自分のスイングがベストだ

と思ってください。自分のビデオは見ないで

ください。

　ご清聴ありがとうございます。

■次週の卓話　　
  11/9 → 12 ㈯地区大会へ移動例会

　　　　　　　　  　週報担当　吉原　則光


