
– 1 –

■会長報告　
○地区関係　
　前原勝樹・重田政信著 (最新版 )ロータリー

入門書一部 800 円の申し込みがきましたので

５部注文しました。

○クラブ関係

　米山奨学生　学友の宋さんの旭ロータリー

加入につきまして、持ち回り理事会にて承認

いだきましたのでお伝えします。

　本日は細則改正についての総会が有ります

ので会長報告は以上とさせていただきます。

■幹事報告
例会臨時変更のお知らせ　

○横浜南陵ロータリークラブ

日時　７月 27 日㈭→ 29 日㈯移動例会

　　　夏季家族会　国立ボリショイサーカス

　　　とディナーブッフェ

日時　８月 10 日㈭、17 日㈭休会

■第 5Gガバナー補佐久米真浩様より
　横浜旭 RC の皆様には、

地区活動にご理解、ご協力

を賜り感謝申し上げます。

お陰様をもちましてガバ

ナー補佐としてこの一年間

の任を無事終えることが出

来ました。

一年間有難うございました。　

■司　　会　副 SAA　内田　　敏

■開会点鐘　会　長　青木　邦弘

■斉　　唱　手に手つないで

■出席報告

■本日の欠席者
鈴木、田川、二宮登、二宮麻理子

■ビジター
久米　真浩様 (第 5g ガバナー補佐 )

筒見　克彦様 (横浜東 RC)

石井　　朗様 (横浜瀬谷 RC)

長谷川茂人様 (横浜瀬谷 RC)

相澤　正見様 (横浜瀬谷 RC)

■ゲスト
沈　　佳穎様 (米山奨学生 )

■皆出席者表彰

市川　慎二会員　　　　5年

本日の出席数         21 名

本日の出席率 　     84％ 修正出席率        96.15％

会員数　 　 　    30 名
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事はじめ横浜旭ロータリークラブの皆様には

一年間大変おせわになりました。地区活動に

ご理解ご協力を賜り心より感謝申し上げます。

ありがとうございました。

石井朗様、長谷川茂人様（横浜瀬谷 RC）／久々

におじゃま致します。一年間お世話になりま

した。旭さんとの関わりはとても刺激的でし

た。有難うございました。今後も宜しくお願

い申し上げます。

相澤正見様（横浜瀬谷 RC）／初めて新例会場

へ参加させて頂きました。本年度も間もなく

終わりですが、来年も宜しくお願いします。

筒見克彦様（横浜東 RC）／メーキャップよろ

しくお願いいたします。

青木　邦彦／久米ガバナー補佐、石井会長、

長谷川幹事、相澤様、今日は有難うございま

した。筒見様ようこそ。一年間お世話になり

ました。

北澤　正浩／久米ガバナー補佐、横浜瀬谷 RC

石井会長、長谷川幹事、横浜東 RC 筒見様、米

山奨学生沈さん、ようこそいらっしゃいまし

た。

五十嵐　正／青木会長、北澤幹事、大変お疲

れ様でした。充実した一年でした。有難うご

ざいました。

佐藤　利明／瀬谷 RC 石井様、相澤様ようこそ。

お久し振りですね。青木会長、北澤幹事一年

間ご苦労様でした。

太田　勝典／瀬谷の相澤さん、石井さん、長

谷川さん、ようこそ。一年を振り返って会長、

幹事ご苦労様。

内田　　敏／久米ガバナー補佐、瀬谷 RC 石井

会長、長谷川幹事、相澤様、横浜東 RC 筒見様

ようこそ。青木会長、北澤幹事一年間ご苦労

様でした。

安藤　公一／久米ガバナー補佐、瀬谷 RC 石井

会長、長谷川幹事、相澤様横浜東 RC 筒見様、

ようこそ。青木会長、北澤幹事、一年間お疲

れ様でした。残すは来週の例会だけですね。

関口　友宏／瀬谷 RC の相澤さん、石井さん、

長谷川さん、お久し振りです。ようこそ。

滝澤　　亮／本日で通常の例会は最後です。

青木会長、北澤幹事、卓話よろしくお願いし

ます。

大川　伸一／青木会長、北澤幹事様、一年間

大変ご苦労様でした。本日の卓話を楽しみに

しております。

佐藤　真吾／久米ガバナー補佐、瀬谷 RC 皆様
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■瀬谷 RC 会長石井様、幹事長谷川様より　
　今年度は合同例会、熊本への自転車寄贈な

ど、貴クラブと一緒に活動出来たことを嬉し

く思っております。瀬谷 RC は今後も会員歴

10 年未満の幹事が続きますので、旭 RC さん

に頼ることもあるかと思いますが、引き続き

よろしくお願い致します。一年間ありがとう

ございました。　

　　(左：長谷川幹事　右：石井会長 )

■雑誌委員会　　　　　　　　　新川　　尚

○ロータリーの友誌紹介　

１）横組み　

P16 ～ロータリー財団 100 周年を祝う当地区

で開催された ｢ ロータリー経営大講演会 ｣ が

２ページにわたって掲載されています。

P40 ～フランス人ロータリアンの見た JAPON

第 1760 地区フランス ペルチェイ RC1988-89

年度ガバナーピエール・クルー氏の寄稿

２）縦組み

SPeeCh ～足利工業大学理事長牛山泉氏、

　自然エネルギーの活用

　｢地球温暖化防止の切り札は ?｣

クラブを訪ねて～蓼科ロータリークラブ

柳壇～   　佳い句出る確率高い風呂トイレ

　　　　　　　　　　　　　　吉原　則光

　川崎西 RC の吉田惠一氏が、俳壇、歌壇、

　柳壇の全てに掲載されている。

■臨時総会　　　　　　　　 議長　青木会長

第１号議案　細則改正案

資料細則改正案・役員と理事の選挙の手続き

2016 年規定審議会クラブ関係の主な決定事項

第２号議案　経過措置案

「新細則第２条について、2017-18 年度は理事

を 12 名とする」

　上記２議案について出席者３分の２以上の

賛成があり、本議案は承認された。

■ニコニコ BOX（会員敬称略）

久米真浩様（新横浜 RC）／青木会長、北澤幹
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ようこそ。横浜東 RC 筒見様ようこそ。会長幹

事一年間お疲れ様でした。

吉原　則光／雨の中の例会に皆様ご苦労様で

す。青木会長、北澤幹事さん、大役一年間の

尽力に深く感謝しています。有り難うござい

ました。

市川　慎二／久米ガバナー補佐、ご指導あり

がとうございました。瀬谷 RC 石井様、長谷川

様、相澤様、横浜東 RC 筒見様、米山奨学生沈

さん、ようこそ。青木会長、北澤幹事一年間

お疲れ様でした。皆出席有難うございます。

斉藤　善孝／青木会長、北澤幹事様、一年間

お疲れ様でした。瀬谷 RC 石井会長、長谷川幹

事、相澤様、横浜東 RC 筒見様、米山奨学生沈

さん、ようこそ。

後藤　英則／瀬谷 RC 石井さん、相澤さん、長

谷川さん、横浜東 RC 筒見さん、ようこそいらっ

しゃいました。久米ガバナー補佐、一年間お

疲れ様でした。米山奨学生沈さんようこそ。

■卓話　一年を振り返って　　　
○幹事　北澤正浩

　2016-17 年度の幹事を

務めさせて頂き、青木会

長始め、会員の皆様方に

ご協力を戴きありがと

うございました。

　青木会長におかれま

しては公私共にご多忙

にも関わらず、不慣れな

私を手助けしていただき、何度も救っていた

だきました。また、会を引っ張っていく姿を

見せていただき、会長という役割を深く理解

することができました。

　私が幹事に任命された時に、皆様から期待

されていたことが少なからずあったと思いま

す。しかし、この一年を振返れば役割を十分

果せたとは言えず、皆様の期待に答えらず申

し訳ない思いです。

　ただ、私にとってロータリアンとしてのあ

り方を真剣に考え、体験し、成長できた貴重

な一年だったと思います。この経験を活かし

次年度は名誉挽回の為、横浜旭ロータリーク

ラブに貢献してまいります。ありがとうござ

いました。

○会長　青木　邦弘

　会員皆様の寛容の精神を信じ、親睦を第１

とし第２は増強を活動方針としました。色々

な場面で、ご支援、ご鞭撻を戴き何とか今日

を迎えることが出来まし

た。本当に有難うござ

いました。の１年を振

り返させていただきま

す。 

７月１日㈬ 

　第 1 回例会は新例会場

で兵藤会員と大川会員の

入会式を行いました。入会時の歓迎の言葉は

会員が聞き飽きてるロータリー誕生の話が良

いとの、ご指導を戴きそうしました。その後

当クラブの話も終わりに入れたらもっと良く

なるとお聞きし、準備しましたが使う場面が

ありませんでした。  

　第 2 回クラブ協議会 (6/8) の帰り道、関口

さんと代理で出席された岡田さんと一緒にな

りました。岡田さんから、ご子息から会社の

会議室を例会場に使ってもいいと随分前に言

われてたが忘れていた、とお聞きし 関口さん

に相談したところ、その足で訪問することに

なりました。関口さんから二俣川駅から近い

し最高だねとのことで、第３回の理事会にお

いて例会場変更について承認戴きました。　 

　食事については、滝澤次期会長のお嬢さん

が崎陽軒に勤めているとの情報があり、毎月

第一回例会は崎陽軒の弁当を１割引で購入す

ることになりました。その後岡田屋の事務員

さんが崎陽軒に知り合いがるとのことで、1

割引で購入する事になりました。2、3、4 回

の例会では、近くの所から仕入れることにし

ました。例会後のゴミは北澤幹事にいつも処

分して戴きました。サイゼリアを訪問、弁当

を届けて頂けるかお聞きしたら、届けますと

の返事でした。ゴミを持って帰ることを条件

にサイゼリアにしました。   

　クラブの表彰規定第２条会員及び事務員が、

当クラブの名声を挙げるような行為により、

国・他の公共団体の表彰を受けた場合理事会

の審議により賞状並びに記念品を贈呈して、

表彰する事ができる。との規定があり、斎藤

さん、増田さんに表彰することになりました。

表彰状については、日本国から表彰されたの

に RC が表彰するのは…、との話があり、地区

事務所に相談し、オクトンを紹介いただき、

担当の品田さんと２か月に渡り打ち合わせ「お

祝い状」とすることになりました。お祝い会は、

吉原さんの出版記念と兵藤さんの 50 周年を一

緒に夜間例会で行う事になり、8/31 に実施す
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ることになりました。  

７月６日㈬ 

　第４回理事会で、事務所移転委員会と 50 周

年準備委員会を設置、 事務所移転は太田勝典

会員より、倉庫の一室が空いてるから使用し

ても良いとの話があり、10 月までに移転する

計画でした。建物の湿気除去 の工事をするこ

ととなり、また事務所予定の部屋は別工事に

なると言われました。工事に入って随分経っ

てから、藤松産業が行っていると聞きました。 

藤松産業の会長さんは全く知りませんでした。 

歓送迎会を目黒さんのお店で実施しました。

酒飲みには良い店ですが、食事をする方には

不満があり、次回から別の店にすることにし

ました。

７月 22 日㈮

　旭ジャズ祭りに参加しました。初めてロー

タリーに加入した当時はジャズ祭り券３万円

を全員が購入したことを思い出しました。例

年協賛金２万円をクラブで出しています。ブ

ルーシートも北澤幹事が準備していますので、

クラブ行事とし、皆で行きました。  

８月 31 日㈬

　夜間例会をおこないました。斎藤さん増田

さんの叙勲、兵藤さん 50 周年、吉原さん、川

柳出版祝いも同時に行いました。夜間例会は

例会費節約を目的で行いました。一人当たり

クラブから 2,000 円、本人負担 2,000 円で実

施しましたが、ニコニコは入らず、例会費の

節約にはならず、負担が増えてしまいました。

今後の課題です。    

９月１日㈭

　被災地熊本への自転車支援につきまして、

五十嵐さん二宮さんのご努力により 100 台を

10・11 月で送ることが決まりました。これ

が苦労の始まりでした。地区のディナーパー

ティーで露木さんに、自転車の保管場所をお

願いし、了承頂きました。放置自転車の集積

場を回り、自転車を集め、露木さんの e モー

ルに保管、自転車のペダルを外す道具を五十

嵐さんが借りてこられ、その道具をたたいて、 

ペタルを外しました。終わった時は、道具は

返せる状況では有りませんでした。ハンドル

を緩めてまっすぐにし、買い物籠を外して終

了でした。ペダルが外せることも、ハンドル

をまっすぐに出来ることも全く知りませんで

した。勉強になりましたが、今後役に立つと

は思えません。2 回目からは、新川さんが借

りてきたペダル外しがとても良く楽に、そし

て瀬谷 RC からと横浜銀行からのお手伝いがあ

り早く終了しました。反省としては、当クラ

ブの会員は力仕事は内田さん以外は向かない

と思いました。ご協力頂いた皆様有難うござ

いました。     

　又、安藤さんのおかげで AKS ゴルフコンペ

を一年ぶりに復活しました。    

９月 21 日㈬ 

　例会で露木さんの卓話を受け細則改正に関

するアンケートを全員から取りました。安藤

達雄さん、矢田さんからもアンケートをいた

だきました。次年度から RI の人頭分担金が

64ドルになります。その次の年は68ドルです。

４年間上がります。参考に地区の今年度分担

金について説明します。地区の分担金は地区

資金及び寄付金 31,000 円、地区大会分担金

4,000 円、地区大会登録料 10,000 円、IM 登録

料 4,000 円、米山寄付金 5,000 円、地区協議

会約 4,000 円、合計一人当たり 58,000 円で

す。次年度の IM は 4,000 円上がると思われま

すので、62,000 円と RI が約 7,000 円。合計

69,000 円が必要です。年会費の約 28％になり

ます。諸会議に出席したら、地区分担金が多

すぎるとの話が多々出ました。ガバナーエレ

クトも多すぎると言っていました。どうなる

か楽しみです。が、まだ下げるとの話はあり

ません。 

10 月８日㈯

　岩沼 RC50 周年祝賀会に参加しました。当ク

ラブからのお祝い５万円を贈呈。当クラブ 50

周年に返ってくるお金なので、10 万円でもよ

かったのですが、５万円としました。クラブ

から７名で参加しました。祝賀会には 500 人

以上の参加者。他地区からのガバナー、岩沼

RC の OB、地域の名士等々の参加もありまし

た。     

10 月 16 日㈰

　区民祭りがあり熊本被災地のみかんの販売

をしました。みかん騒動がありました。代金

引換と話していたのですが、りんどう RC の

方々はすっかり忘れていたようです。大川さ

んには約 50 件の集金をして戴きました。二宮

麻理子さんのアイデア「チンドン屋」の出し

物は大変好評でした。りんどう RC からお二人

の参加もいただきました。会長も参加されて



いましたので、自転車送付の件で熊本を訪問

したいと申し入れをしましたら「熊本飛行場

からレンタカーで 40 分位で来れます」との返

事でしたので訪問を辞めました。

10 月 17 日㈪

　寒い雨の中 1 回目の自転車 50 台を送りまし

た。大変な作業でした。市から 48 台、e モー

ルにあった放置自転車 12 台の中からからよさ

そうな２台を入れて 50 台としました。

　翌日地区のチャリテイーゴルフが読売 CC で

あり、安藤さんと参加しました。体中筋肉痛

でひどいスコアでした。  

11 月２日㈬

　ガバナー公式訪問がありました。例会前打

ち合わせで、今年度は奉仕委員会の中に社会

奉仕・国際奉仕・青少年奉仕・職業奉仕を入

れ委員会を減らしましたとの話がありました。

5 大奉仕委員会があり、他に戦略委員会と奉

仕委員会が増えており、実質地区委員会は２

つ増えたのでは ? と質問しましたら、次年度

ガバナーに伝えておきます。とのご返事でし

た。次年度地区協議会に参加しましたが、委

員会は今年と同じでした。    

　交換留学生に旭高校１年生塩麻里奈さんを

推薦しました。     

11 月 15 日㈫

7 月から始まりました熊本被災地への自転車

最後の 52 台のペダル外し作業を終え発送しま

した。瀬谷 RC の井上さんからトラックを無償

で借りました。積込みが楽な仕様のトラック

でした。     

11 月 16 日㈬

　例会で 50 周年準備委員会、細則改正委員会、

事務所移転委員会を再編３月末までに方向性

についての発表をお願いしました。  

12 月１日㈭

当クラブのコンペに飛ばし屋北瀬さんも参加

戴きました。安藤さんが馬券を作成。千葉さ

んが参加、当クラブのメンバーは千葉・斎藤

善孝さんを買いました。買わなかったのは北

瀬さんだけで、あと全員が当たったため配当

は 100 円でした。    

12 月９日㈮

　岩沼 RC クリスマス、サンタ訪問の第１回目

に行きました。質問①どこで買ってきたの ? 

質問②トナカイは何処に止めてあるの ? など

ませたガキどもでした。岩沼へ訪問されまし

た皆様有難うございました。次年度から一人

10,000 円の補助が出ます。   

12 月 17 日㈯

　X マス例会がありました。セレモニーに財

団奨学生朝倉春奈さんと友人のピアニストに

お願いしました。交換留学生候補の塩さんの

お母さんと共に招待しました。大変感激され

ていました。お礼に朝倉さんへ１万円、ピア

ニストへ２万円渡しました。例年に比べ大変

安く実施することが出来ました。

　地区協議会で北瀬さんに話しましたら、最

低でも奨学生には３万円は渡してほしいとの

指摘がありました。今後はそうしたいと思い

ます。

１月 13 日㈮

　瀬谷 RC と合同新年会を二俣川の以前の例会

場で行いました。瀬谷ロータリー、鶴峰ロー

タリー、旭ロータリーの 3 クラブ持ち回りで、

年 1回 盛大な夜間例会を実施していました

が、鶴峰ロータリーが終焉してから無くなっ

てしまいました。６月の第一例会でお話させ

て頂きましたが、当クラブは漆間さんが会長、

太田さんが幹事。鶴峰 RC は佐藤さんが会長、

寺尾 さんが幹事。瀬谷RCは露木さんが会長、

市村さんが幹事のとき始まったそうです。思

うにゴルフ時の雑談で出た話だと想像します。

が市村さんの記憶と太田さんの記憶にはずれ

があるようでした。瀬谷の石井会長と相談し

２クラブで復活を決めました。とりあえず新

年会からとし、石井会長から金曜日にしてほ

しいと言われましたので、場所は二俣川にし

ました。これからも続けて欲しいと思います。 

　又、チャリティーコンサート開催に向け、

福村さんを始め委員会の皆様ご苦労様でした。

寄付 95,510 円が集まりました。   

　旭区地域振興課から「畠山重忠公」の木碑

が傾いています。区で修理したら旭ロータリー

の名称を横浜市にしますがどうしますか ? と

の連絡がありました。区に任せたらとか、役

所は横取りするから、等々色々な意見を頂き

ました。今年は例会場変更により、余裕があ

りましたので、北澤建設に５万円で当分壊れ

ない修理をして頂きました。    

1 月 18 日㈬

交換留学生塩麻里奈さん例会参加、 県立旭高

校には、何回も訪問しました。３年前タイか

らの交換留学生を受けたときの副校長が、現

在の校長です。奉仕活動に熱心な校長です。

　そこでインターアクトクラブを説明、年次
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大会へオブザーバーとして参加する運びとな

りました。     

１月 29 日㈰

　インターアクト年次大会に旭高校校長と生

徒３人で参加しました。生徒３人は他校の奉

仕活動に圧倒されたようでした。４月に旭高

校で奉仕活動している生徒に、インターアク

トクラブについて説明をして戴きました。出

席者がほとんど３年生だったため、新入生が

入学してからのこととなりました。  

２月４日㈯

　女性のためのガンセミナーを行いました。

大川さんが入会して 1 か月過ぎたごろ、ガン

についての講演をお願いしたら快く受けて戴

きました。会場は二宮さんが横浜市国際局を

訪問し、サンハートを安く予約戴きました。

300 人の定員のところ、120 人マニラ友好委員

会で集めていただきました。RCで残り 180人、

会員一人３人の参加をお願いしました。皆様

のおかげでほぼ満員で開催されました。  

　東日本大震災支援募金が３万円あつまりま

した。サンハートから募金の送先の証拠とな

る物のコピーの提出を求められました。会長

挨拶は会場で約 20 分練習しましたが、うまく

出来ませんでした。参加者に聞いたら短くて

良かったと好評でした。    

３月１日㈬

　２月の理事会で、吉野さんの名誉会員にす

ることを、例会で全員に計ったらとのことで、

３月１日の例会に計りました。反対者がいた

場合のことを考え、反対者には挙手をお願い

したらいいよ。絶対挙手するメンバーはいな

いからとの注告がありました、その通りしま

したら全員の賛同を得ました。吉野さんが生

存中で良かったと思いました。   

3 月 25 日㈯

　高梨乳業工場見学をしました。タカスズの

鈴木さんにお願いしました。二俣川工場より

北海道、東北の工場が見ごたえがあります、

と言われましたが、遠いとメンバーは行けな

いので、近場がいいですと返事しました。お

孫さんと一緒にということで、３月の春休み

に実施しました。    

４月８日㈯

　ガールスカウトとのゴミ拾いを行いました。

当日は小雨でした。終了後子供たちは街がき

れいになってよかった、楽しかった。との感

想でした。超我の奉仕に繋がる思いがしまし

た。     

5 月 14 ㈰ 

　事務所移転作業に入りました。一日目はス

チール製の本棚２個を新事務所へ運び、必要

品の一部を運びました。２時間で汗だくにな

り終了しました。内田さん、五十嵐さんそし

て終わった頃、太田さん、斎藤さんが来られ

ました。２日目は 17 日例会終了後、横浜銀行

から若い２人と、多くの会員のお手伝いを頂

き、相鉄の集積場に運び入れました。約 40 分

でゴミ集積場が一杯になり終了。相鉄のゴミ

置き場から次からはダメとの事で、あさひペッ

トの倉庫に山積し、太田さんに処分をお願い

しました。その後内田事務所移転委員長より

数度にわたり、呼び出しを戴きました。力仕

事は内田さんは出来ますが、私にとっては大

変でした。運び入れた書類は太田さんに仕分

けしていただき 8 割方は処理しました。お手

伝い頂いた皆様有難うございました。 

５月 24 日㈬

　大相撲見学をしました。太田幸治さんにお

願いしました。団体席だと安くなるが 20 人の

参加が必要そして、第５希望日まで応募でき

ますが、希望を多く出すとダメなので一つ申

し込むと取れると思います。個人や会社だと

取れないと思いますと言われ一任しました。

2/24 暫定枠確保の連絡が来ました。枠数絶対

確保の手仕舞い 3/29 正午期限とありました

が、何のことか全く理解出来ませんでしたの

で、太田さんにお願いしました。この度の大

相撲観戦申し込みは、１月場所を大幅に上回

る申し込みがあったため、多くの旅行会社、

団体を断ったと相撲協会から連絡がありまし

た。岩沼 RC から６人参加戴きました。南館さ

んに、ガンセミナー時の募金３万円の領収書

を岩沼 RC から持参頂きました。ちょっと皆で

飲みすぎました。会費の追加をお願いしまし

た。    

5 月 31 日㈬

　熊本被災地から作守さん、土谷さんが来ら

れました。熊本への自転車支援は本当に良かっ

たと思います。土谷さんの職業は建設その他

で、地震以降翌日から仕事がありすぎて、ビ

ルがたちそうだと本人が話していました。副

業で焼き肉屋もやっているそうです。次年度

親睦旅行ができるなら熊本はどうでしょう

か ?馬刺しは絶品だそうです。  

　水谷インターアクト委員長と旭高校を訪問、
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インターアクト年次大会へ出席し、生徒会の

役員をしている２年生にインターアクトクラ

ブについての説明を１時間しました。その生

徒からどうして旭高校にクラブ設立を進めた

いのですか ? との質問がありました。約 20 年

前から職業奉仕委員会による、１年生への職

業卓話を続けてきたこと。３年前タイからの

交換留学生ナムフォンが１年お世話になった

こと、そして今年塩さんが交換留学生に選ば

れたこと。校長先生から旭高校のボランティ

ア活動をお聞きし、インターアクトクラブを

設立し、当クラブの支援を受けながら共に活

動出来たら良いと思います、と説明しました。

■ゴルフ　　　　　　　　幹事  安藤　公一

６月 21 ㈬

　細則改正につきまして、佐藤委員長、委員

の関口さん、増田さん、市川さんにご努力頂

き、変更する事が出来ました。有難うござい

ました。組織の委員長と委員の皆様のおかげ

をもちまして、無事に１年を終えることが出

来ました。ご支援有難うございました。  

　ロータリーとは何 ?聞かれたら、今なら「役

に立つ良いことをする仲間の集まりです」と 

答えます。     

■次週の卓話

　　　新年度開始

　　　　　　　　　　週報担当　五十嵐　正

2017年6月15日(木)平塚富士見CC大磯IN10:12スタート

1)成績 IN OUT ｸﾞﾛｽ HCP ネット 順位賞 DC NP BG

優勝 千葉　和弘 43 40 83 12.0 71.0 優勝 1 1
準優勝 安藤　公一 47 48 95 22.8 72.2 準優勝
3位 斉藤　善孝 42 45 87 12.0 75.0 3位 1
4位 中川　成美 46 56 102 26.4 75.6 1
5位 佐藤　真吾 47 53 100 24.0 76.0 1
6位 太田　勝典 45 53 98 20.4 77.6
7位 寺尾　三樹男 50 48 98 19.2 78.8 7位 1 1
8位 本山　雄三 53 54 107 27.6 79.4
9位 桜田　裕子 65 69 134 54.0 80.0 BB
10位 青木　邦弘 55 52 107 26.4 80.6

49.3 51.8 101.1 24.5 76.6

2)収支報告：詳細はシート名「予算・決算」をご覧下さい

収入 支出
会費 ¥70,000 賞金 ¥42,000
馬券余り ¥200
前回繰越 ﾊﾟｰﾃｨｰ ¥21,510

¥70,200 ¥63,510
次期繰越 ¥6,690

3)幹事雑感
梅雨の谷間の快晴。風もそれほどなく絶好のコンディション。
元鶴峰RCの寺尾さん、横浜北RCの中川さん、旭OBの千葉さん、桜田さん
を迎えての第47回大会となりました。
前回大会に続き優勝は千葉さん。ヨーイドンでOB、ダブルパーの厳しいスタート
ながら、その後実力を発揮し、ベスグロ優勝です。
第2位にはHCPに恵まれ筆者が図らずの入賞でした。隠しホール殆どがダボという
幸運。唯一のバーディーはHCP対象外。
続いて実力者の斉藤さんが3位入賞。
初参加の桜田さんも奮闘し、しっかりとHCPを生かしBBをゲットしました。

組合せは以下の通り
第1組 青木、太田、中川、千葉
第2組 佐藤、桜田、安藤
第3組 斉藤、寺尾、本山

4時頃にホールアウトし、4時半頃より表彰式パーティー、お互いの健闘を称え合いながら
5時過ぎにはお開きとなりました。参加頂いた皆様、お疲れ様でした。

ゴルフ場をご手配頂いた千葉さんのお蔭でプレー代が一人当たりかなり安くなりました。

ここに改めて感謝申し上げます。

次回AKS会は旭RCの幹事で9月28日（木）レイクウッド東OUT9時開催が決定致しました。

今回ご参加頂けなかった方々、次回は是非ご参加ください。

気の置けない仲間達とのゴルフは、スコア関係なく楽しいものです。

今回もとても楽しくラウンドできました。次回は更に楽しくやりましょう。

今後共宜しくお願い致します。

ゴルフ幹事安藤公一
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平 成 2 9 年 度 ５ 月 出 席 率 一 覧 表

員数 出席率他クラブ会　員　名

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31　

32

33

34

35

36

37

38

39

40

ホームクラブ 員数 出席率他クラブ会　員　名 ホームクラブ

例　会　日

例会出席率

修正出席率

平 均

％

％

％

％

17日

％
98.07

安　藤　公　一

安　藤　達　雄

青　木　邦　弘

福　村　　　正

後　藤　英　則

兵　藤　哲　夫

市　川　慎　二

五十嵐　　正

北　澤　正　浩

今　野　丁　三

倉　本　宏　昭

増　田　嘉一郎

本　山　雄　三

新　川　　　尚

二　宮　麻理子

二　宮　　　登

岡　田　清　七

太　田　勝　典

太　田　幸　治

大　川　伸　一

28
26

10日

28
27 96.43

24
23 95.83

24
23 95.83

  ７５

100

 100

100

 100

100

100

100

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

                  　　　　       100

２５

0

25

0

0

0

0

0

25

0

33

0

0

0

0

25

25

0

0

 100

100

 125

 100

 100

 100

 100

 100

 100

100

100

100

100

100

100

125

100

100

100

75

100

100

100

25

100

100

80

100

100

25

0

0

0

25

25

25

0

0

0

100

100

100

100

50

125

125

80

100

100

齋　藤　善　孝

佐　藤　真　吾

佐　藤　利　明

関　口　友　宏

鈴　木　茂　之

田　川　富　男

滝　澤　　　亮

内　田　　　敏

矢　田　昭　一

吉　原　則　光

高　梨　昌　芳

吉　野　寧　訓

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

名　誉　会　員

－出席規定免除－

－出席規定免除－

－出席規定免除－

％

％

27
25 92.59

27
27

100

24日

－出席規定免除－

   

  

31日

％

％

26
25 96.15

26
26

100

－出席規定免除－

92.86

名　誉　会　員
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