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2020-21 年度

会長

奥村 勝彦

今日は 10/21 日です。菅内閣が発足して早や 1 ヶ月が経ちました。今、
総理はインドネシア、ベトナムへ出かけられ、外交面でもデビューされ
ました。一方、内政面では河野太郎さんが、
「ハンコの廃止」という事で
頑張っておられます。行革の切り口としてはとてもいいことだと思いま
す。私も現役時代、意思決定の迅速化と責任の明確化という視点で「ハ
ンコ減らし活動」をした経験があります。お役所仕事においては特に迅
速化という点において効果を出してもらいたいものです。ところでハン
コは昔中国から伝わったものですが、商売上の契約に印鑑を用いるのは、
今では日本特有の文化で、海外との取引において印鑑の使用機会はほと
んどないと言われています。ほとんどが手書きの署名で本人と認証され
るのですが、これも今では電子署名が主流となりつつあるとのことです。
コロナ禍をきっかけにさらに普及していくだろうと思います。今朝の新
聞でも保護者印の廃止を検討しているという記事がありましたが、IT 化
の中、脱ハンコがどんどん進んでいくことを期待したいものです。私は
この日本人に不慣れな署名において海外営業時代に大変苦い経験をしま
した。輸出先の中国の企業に宣伝援助金として 30 百万円ほど香港を経
由して送金し、相手先社長の署名入りの領収書を受け取りました。とこ
ろが、その後国税局の税務監査があり、この領収書が問題になりました。
国税局としてはサインのことよりゴーンさんじゃないですが、海外拠点
を通じて脱税が良く行われるので、その線でこの領収書を問題にして詳
細を調べたようです。私としてはそんな意図は全然ないので、特に気に
もしなかったのですが、数日後国税の特菅と呼ばれる大変怖い監査人に
呼び出され、この領収書はニセモノだと指摘されました。更に、経由し
たはずの香港の会社は架空の会社で実際には存在していないととのこと
でした。大阪国税は現地調査までしていました。自分には全く知らない
ことで、
「騙された、クビになる、退職金パアーだ」と頭は真っ白になり
ました。しかし、結果は相手が確かに受け取ったことそして 2 種類のサ
インを使い分けていたことなどを証明してくれたこと更にこちらには脱
税の意図は全くなかったことを認めてくれて厳重注意で堪忍してもらい
ました。サインを良く確認していないことから生じた問題ですが、皆さ
んにおかれましても、サイン、ハンコにはくれぐれもご用心下さい。今
日は職業倫理についてのお話でした。お知らせですが、来週はガバナー
補佐の辻川さんが訪問されます。普段の池田ロータリークラブを見てい
ただき、いろいろなアドバイスをいただければと思います。皆さんにお
かれましてもおもてなし方よろしくお願い致します。

プログラム
開会・点鐘
ロータリーソング
ゲスト＆ビジター紹介
出席報告
会長挨拶
幹事報告
委員会報告
ニコニコＢＯＸ
本日の卓話

本日の卓話
「ガバナー補佐訪問
/クラブアッセンブリー」
卓話者:
国際ロータリー第 2660 地区
IM 第１組ガバナー補佐

辻川 功一 様
/各委員会委員長

四つのテスト

１ 真実かどうか

✤幹事報告✤
幹事

２ みんなに公平か
✤前回の卓話✤

北林

寛崇

（地区より）
①2020-21 年度第 2 回 IM 第 1 組会長・幹事会
開催のご案内
（奥村会長、北林幹事）

「超アマチュアが思う
ゴルフスウィング」
✤ニコニコ BOX✤
プログラム担当：橋本
ニコニコ 担当：幸田
岸上

鶴原 英生
昌也
伸明

会員
会員

宏司会員：金曜日の読売新聞夕刊、林会
員ご夫妻の記事拝見しまし
た。感激！
林
功会員：10 月 16 日読売新聞夕刊に載
りました。別に悪いことをし
たわけではありません。
鶴原 英生会員：卓話当番です。できるだけ多
く話したい思います。
南 みどり会員：張さんと米山親睦会で宝塚歌
劇を観劇して参りました。楽
しかったです。

会員

コロナ禍にあって様々な制限を受ける中、３
密を避け、しかもストレスの解消の手段として
ゴルフに出かけた方は多いと思います。
私も出張もできず時間があればゴルフに出
かけていた一人です。
かつてハンデキャップ６であった私も、最近
では飛距離もドライバーで２２０ヤードと落
ちアプローチイップスに陥り、ハンデも１１ま
で落ちてしまっていました。
そんな中、このコロナ禍自粛中、プロ達との
ラウンドを通してドライバーの飛距離２６０
〜２８０ヤード、アプローチイップスからも抜
け出せ、ハンデ６に返り咲きました。
そこで今日は、自分なりの解釈と気付きにつ
いてお話ししようと思います。
ただ、あくまでもアマチュアの個人的感想です
ので、質問等は無しでお願いします。
ゴルフショットを１８ホール分析すると。
１、 パッティング
３６パットで全体の半分
２、 アプローチ
最大１８打で全体の４分の１
３、 アイアンショット
１８打で全体の４分の１
４、 ロングアイアン、フェアウエーウッド
４打で全体の５％
５、 ドライバー
最大１４打で５分の１
これからわかるように、パッティングがいか
に大切かが理解できると思います。

３ 好意と友情を深めるか

４ みんなのためになるかどうか

では、パッティングからお話ししようと思い
ます。
１、 パッティング
・全部 2 パットで終われば３６パット。
・１ラウンド３６パットでパープレイしたと
考える。
・パットは方向性と距離感が全て。
方向性は大きくずれる事はそうない。問題は
距離感。距離感を安定させるに、いかに同じ角
度、同じリズム、同じ強さで打てるかが大事で
す。

10 月のスケジュール
7

水

3178 回例会

14

水

3179 回例会

21

水

3180 回例会

28

水

3181 回例会
ガバナー補佐訪問
クラブアッセンブリー②

私の実践している方法とは
２、

アプローチ

アプローチの肝は、とにかく１回でグリーン
に載せる事です。ボールの手前をザックリ、又
はトップして大オーバー、返しのアプローチも
逆目のくだりでザックリ。２打でグリーン近く
まで行ったのに終われば６打７打の大叩き。よ
くある事です。

11 月のスケジュール
4

水

休会（祝日週）

11

水

3182 回例会
ガバナー公式訪問

18

水

3183 回例会

25

水

休日（第 5 週）

・ミスの許容範囲を広くする。
・クラブの構造を理解しよう。
私のやっている、簡単なアプローチの打ち方は
３、

ショット

アイアン、フェアウェイウッド、ドライバー
それぞれ、アドレス、ボール位置等は変わりま
すがスィングは基本同じなのでまとめてお話
しします。
ショットのミスは
・ボールの手前をダフる。
・スライスして OB
・フックして OB
ミスの原因は全てに共通していると思って
います。
私が心掛けているスィングイメージと気を
つけている事とは

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪
それでこそロータリー
どこで会っても やあと言おうよ
見つけた時にゃ おいと呼ぼうよ
遠い時には 手をふり合おうよ
それでこそ ローローロータリー
♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪

池田ＲＣのテーマ「Together Everyone!～素晴らしい出会い（機会）を求めて～」

ポリオプラス基金

10月14日時点累計

8,555 円

10月21日分

902 円

累計

9,457 円

義捐金ＢＯＸ
10月14日時点累計

132,355 円

10月21日分
累計

1,159 円
133,514 円

ニコニコ箱の累計
10 月 21 日現在

415,000 円

11 月 11 日（水）例会

「ガバナー公式訪問」
卓話者：国際ロータリー
第２６６０地区
ガバナー 簡 仁一

様

