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＜今月のお祝い＞
白幡英悟君
会員誕生日
馬路宏樹君
友野みゆき様
夫人誕生日
摂田ヨシ子様
摂田順一君
結婚記念日
大塚拓君

＜ビジター・ゲスト＞
日本プロゴルフ協会 Ａ級ティーチングプロ
横山 健司 様
宮島 智彦 様
米山記念奨学生
李 秀美 様
今年 24 歳です。5 月 27 日にロー
タリーの森清掃に参加させて頂きま
した。人生初めての経験で、一生の
思い出になりました。又、3 年生とな
り就職活動も頑張って参ります。
☆★会長の時間
西山 祐三 会長
6 月のロータリー月間は、ロータリー親睦活動
月間です。レクリエーションや職業で同じ関心を
持つロータリアン同士の国際的な親睦と親善の
重要性を認識し、親睦活動への参加を促し、親睦
活動プログラムへの理解を促すための月間であ
る。RI 理事会はプロジェクト、活動、行事を通じ
てこの月間を祝うよう、これらのグループに奨励
している。
本日はお手元に「今日は何の日」をお配りして
おります。
6 月 1 日は多数の記念日がありまして、
気象記念日、電波の日、人権擁護委員の日、写真
の日、国際放送記念日、真珠の日、万国郵便連合
加盟記念日、麦茶の日、ねじの日、梅の日、ガム
の日、氷の日、バッジの日、省エネルギーの日、
鮎の解禁、衣替え、生糸年度初め、薪能、男女雇
用機会均等月間、まちづくり月間等があります。
昨日、ロータリー情報研修会が開催され 9 名の
方々が参加されました。細淵 R 財団地区資金管理
委員長、忽滑谷地区米山記念奨学部門委員長のお
二人に講師をお願いしロータリーについて研修
を致しました。
★幹事報告
吉沢誠十幹事
第 12 回定例理事会＜協議事項＞
1.次年度クラブホームページ更新
更新料￥107,136 前年同金額
2.入会候補者、杉田宏充様の入会承認を求める件

大塚拓君
森田秀子様
宮崎正文君
馬路宏樹君

＜報告・予定等＞
①入間市ごみ減量化推進協力会委員の選出 29/7/1
～31/6/30(２年間)→次年度社会奉仕馬路委員長
②6/4(日)会員増強セミナー→関谷・山岸会員出席予
定
③6/4(日)米山記念奨学生学友会総会・新規奨学生歓
迎会→忽滑谷・一柳会員、奨学生出席予定
④6/17(土)2017～18 年度」Ｒ財団奨学候補生最終オ
リエンテーション→細淵会員出席予定
⑤6/25(日)2016～17 年度地区役員合同会議
→細淵会員出席予定
⑥7/9(日)公共イメージフォーラム→滝沢会員出席
予定
⑦6/8(木)豊岡中学校区青少年健全育成推進会総会
→粕谷会員出席予定
⑧6/11(日)第 23 回わんぱく相撲 入間大会
→会長出席予定
⑨6/20(火)入間市社会福祉協議会評議員会→粕谷会
員出席予定
⑩7/5(水)地域交流研修会→関谷・滝沢会員出席予定
⑪退会届の件
齋藤福太郎会員・加藤国夫会員・摂田順一会員の
３名の方々より本年度終了をもって退会届が提出
され受理致しました。
⑫６月のロータリーレートは１１０円です。
●委員長報告
会報・雑誌委員会
大野賢次委員長
6 月はロータリー親睦活動月間
＜横組＞
Ｐ7・国境を超えアジアの人々のために カンボ
ジア・フィリピン・インド・タイに支援
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Ｐ16・ロータリー財団 100 周年を祝う
｢友｣の編集長 二上典子さんの取材報告
各クラブの活動が載っている。
Ｐ25・10 年後のロータリーは？ ガバナーになっ
ている人がいるかも？（ＲＣ歴 7 年でクラ
ブ会長を務めた人は資格がある）
Ｐ26・ポリオ撲滅募金活動の活動。
Ｐ38・
「よねやま」から広がる新しい世界
いつも心に寄り添って・・学友の記事。
＜縦組＞
Ｐ4・第 2550 地区の地区大会記念講演の要旨
Ｐ9・クラブを訪ねて 蓼科ロータリークラブ
Ｐ22・ロータリー・アットワーク 日本の各クラ
ブの活動が解る。

■■■

「二人三脚のゴルフレッスン」
横山 健司 様
皆さんゴルフがお好
きな方が多いと伺いま
したので、今日はどうや
ってゴルフレッスンを
受けたら良いか、どうや
って練習したらよいか
をティーチングプロ側
からお話しします。
色々な専門家の意見として、ダイエットは適度
な運動と食事制限、ゴルフは基本の見直しと効果
的な練習、若手の育成では正しい理念に基づいた
経験等を言われています。しかし本当に意味があ
るのか？どういった効果があり、何が変わるのか
を意識し、そして自分で気づいて下さい。その結
果この練習でココが変わるのか・だから〇〇出来
なかったのか・これでこういうショットが克服で
きるのかに気づくと思います。
それではここから動画をご覧になって「スライ
スの原因」についてご説明します。フェースが開
く・軌道・振り遅れ・グリップ・アドレス・ボー
ル位置・スタンス幅・体重移動・クラブが合わな
い・力みすぎ・リズム・左右わきが空く等々色々
ありますが、個人個人に合ったアドバイスをティ
ーチングプロがすることにより、必ず本人自身で
気づいて参ります。
結論としてゴルフは①上達の近道は正統派の
練習②つまらない練習も意識一つで意味はかわ
る③気づきがあれば地味な練習も続けられる。と
言うことで、レッスンはヨコヤマ・ゴルフスクー
ルにお任せください。ありがとうございました。

次年度プログラム委員会
宮寺成人委員
細淵委員長に代わり、来年度の 7 月のプログラ
ムを発表いたします。６日会長、幹事、SAA 所信
表明、13 日５大奉仕委員長年度計画発表・第 2 回
クラブ協議会、20 日各小委員会年度計画発表、27
日ガバナー補佐訪問となっております。宜しくお
願い致します。
＜出席報告＞
会員数 出席数
44 名

25 名

一柳達朗委員長
出席率 前々回修正率
60.97％

■■■

80.00%

事前欠席連絡 6 名
＜ニコニコＢＯＸ＞
繁田光ＳＡＡ
田中快枝君、西山祐三君、吉沢誠十君、関谷永久
君、繁田光君～横山様、宮島様ようこそ 本日は卓
話よろしくお願いいたします。李さんようこそ。
友野政彦君～昨日の情報委員会の勉強会には多
数のご参加ありがとうございました。
山岸義弘君～早退いたします。
本日\43,000
累計\995,000

プログラム委員会 田中快枝委員長よりご紹介
生年月日：1971 年 12 月 10 日
PGA：Ａ級ティーチングプロ
日本大学櫻丘高校 硬式野球部
日本大学経済学部 櫻丘野球部
コーチ 監督
31 歳で PGA のテスト合格。
2010 年ヨコヤマ・ゴルフスクール第一号店を開校。
毎週木曜日の 2 時半～3 時、ラジオＦＭさがみ
で「横山健司のちょいとゴルフをしませんか」に
出演されています。お聞きになってください。

■回覧、配布物
① ロータリーの友６月号
② 入間市民憲章推進協議会資料の送付案内
③ 6/29 西山年度最終例会出欠席表
④ 他クラブ週報とお知らせ
⑤ 入間ＲＣ週報 41 号
⑥ 西山会長より「今日は何の日」

発行 入間ロータリークラブ
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