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会長挨拶
柴田裕市
ゴルフをやる人なら、この保
険のことを知らない人はいな
いでしょう。この保険は、一時共
済のような形で売り出されまし
たが、「談合」によるホールイン
ワンが頻発した為、日本では発
売中止となりました。が、その後、ゴルフブームに
乗って条件が厳しくなって、再び売り出されたホー
ルインワン保険の内容は、各社大同小異で皆さんも
良くご存知だと思いますので、海外におけるホー
ルインワン保険のお話をいたしましょう。
１９８０年全英オープンゴルフ大会に、日本から参
加した青木功選手が、ホールインワンを記録。賞品
として約３０００万円といわれる別荘を手に入れまし
た。日本で行われる公式競技でも、ホールインワン
は、１００万～５００万くらいの賞金とか乗用車１台くら
いの賞品が出るのが普通ですが、３０００万とは豪
勢ですね。このニュースを聞いて、主催者のフトコロ
具合を心配した人もいたのでは・・・？ところが、こ
の主催者の全英ゴルフ協会は、保険をかけていた
のです。もし、ホールインワンがでたら、賞品額相応
の保険金がでるようにロンドンの損保会社と保険契
約していたのです。だから、別荘という豪華な賞品
を出してもフトコロは殆ど痛まず、わずかな保険料
だけで済んだのです。
米国のゴルフダイジェスト誌によると、平均的な
ゴルファーが、１８ホールに４ショートホールがある普
通のコースで１ラウンドのプレーをした場合、ホール
インワンが起こる確率は、１０，７３８回に１回だそうで
す。
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猪子裕史

◇幹事

春木和美

◇クラブ会報委員長

石原稔久

～第３回理事会報告～
◆報告事項
①ニコボックス残高
373,515円
②ロータリーレート
1ドル100円（前月末100円）
③ガバナー補佐訪問
2013年9月25日（水）
16：00～16：30
会長幹事会：会長、幹事
16：30～17：50
クラブ協議会：理事役員委員長
18：00～19：00
例会
訪問者：西尾張分区ガバナー補佐 小島 三男様
〃
副幹事
長橋 國和様
地区担当副幹事
三浦 康彦様
④ガバナー公式訪問
2013年10月11日（金）12：30～13：30 一宮商工所3Fﾎｰﾙ
一宮北RC・一宮中央RCの合同例会 ホスト：一宮北RC
訪問者：ＲＩ2760地区ガバナー
田中 正規様
〃 地区幹事
榊原 勝俊様
⑤第1回広報委員長会議
2013年10月4日（金）16：00～19：40 名鉄ｸﾞﾗﾝﾄﾞﾎﾃﾙ
大塚次年度幹事（登）10,000円
⑥一宮商工会議所新会館の建設について
◆審議事項
[①～④⑥承認⑤継続]
①第1075回例会（鵜飼例会8/25）の決算に関する件
②第1084回例会（創立記念日10/30）の予算に関する件
③新会員の入会に関する件
④米山梅吉記念館全国1人100円募金運動に関する件
⑤「ワールドフード・ふれ愛フェスタ」協賛ﾁｹｯﾄに関する件
⑥四季の歌とソングリーダーに関する件
第１０７６回（当年度９回）の記録
□平成25年９月４日（水）18：00～19：00
□会場 一宮商工会議所3F
□開会の点鐘 柴田会長
□ロータリーソング 「奉仕の理想」
□親睦活動委員会（お祝い事） 松前裕己委員
□出席・ニコボックス報告 野田副委員長
□職業奉仕委員長会議報告 西岡委員長
□クラブ研修情報委員長会議報告 西岡パスト会長
□幹事報告 春木幹事
□ＩＲＧ会
梶原副幹事
会 員 総 数
会員出席
状況報告

４３名

出席会員数

２９名

他クラブ出席数

５名

修正出席率

前々
（8/21）

７９．０７％
９３．０２％

９月は新世代のための月間です

インターアクトクラブ
海外研修報告会
修文女子高等学校
インターアクトクラブ
＊お断り 当日悪天候により出席予
定の生徒さんは欠席となり、顧問の
石井教諭より報告をしていただきま
した。
『パースの思い出』

住田

麻衣さん

オースラリアのパースに行きました。一日目は朝８時にセントレ
アを出発し、シンガポールを経由し、パースに着いたのは夜の１２
時でした。二日目は午前中市内観光でキングスパークやモン
ガー湖に行きました。湖がとても綺麗な事に大変感動しました。
最初、湖を見た時に海だと思っていたらバスのガイドさんから
「これは湖だよ。」と言われびっくりしました。昼食後、ついにホ
ストファミリーの方と小学校で対面しました。初めは、とても緊
張していましたが、ホストファミリーの方が私に大変優しく話し
かけてくれて次第に緊張がほぐれていきました。夕方、私はホ
ストファミリーにお土産を渡しました。私が渡したお土産をとて
も喜んでくれたので嬉しかったです。三日目は小学校に行き、
日本の文化を紹介しました。私は墨絵と漫画の文化を伝えまし
た。子ども達が書いた日本語がとても上手で驚きました。家に
帰って、ホストファミリーとスーパーや公園に行きました。どこも
日本に比べかなり大きかったです。四日目の市内観光ではパー
ス駅や中央郵便局などに行きました。とても綺麗な街に感心し
ました。夕飯はホストファミリーと一緒にステーキを食べに出か
けました。量がとても多くびっくりしました。五日目は動物園に
行きました。今まで見たことのない鳥や、コアラやカンガルーが
いました。六日目、ホストファミリーとフリーマントルに出かけま
した。そこでは、マーケットなどに行きました。七日目は現地の
高校生と一緒に生物・日本語・ダンスの授業を受けました。日本
では体育の中でダンスの授業をする位なのに、オーストラリア
では本格的なダンスだけの授業がある事にびっくりしました。
家に帰るとホストファミリーからプレゼントを頂きました。とても
嬉しかったです。今回の研修で沢山の事を学びました。この経
験は大変貴重なものでした。沢山の方々にお世話になった感謝
の気持ちを忘れる事無く今後の生活に活かしていきたいです。
ありがとうございました。

『ＭＥＭＯＲＩＥＳ』

永井

日花里さん

中学生の頃からホームステイをしてみたいと思っていた私に
とって、今回の海外派遣研修へ参加できることになった時は、
まさに夢が叶った瞬間でした。私のホストファミリーはペアレン
ツのVincentとFran、１０歳のPatrickの３人でした。自然が好きな
家族で、家は学校から車で２０分の街から離れた山の中にありま
した。Ｆｒａｎの趣味は料理とガーデニングです。庭で育てた野菜
や飼っている鶏からとれた新鮮な卵を使って毎日おいしい料
理を作ってくれました。私は外国の食文化に興味があり今回の
研修ではオーストラリアの食生活と料理について学びたいと考
えていました。そのことを伝えるとレシピや食材について丁寧
に教えてくれて夕食の準備も手伝わせてくれました。現地の活
動では、まず市内観光をして買い物もしました。店員さんに服
のサイズや商品の値段を聞くなど英語で会話することができ
ました。次に小学校に行き墨絵を教えました。授業後に１年生の
女の子から「手伝ってくれてありがとう。」という手紙をもらい
嬉しかったです。別の日には動物園でカンガルーを触ったりしま
した。最後は高校の授業に参加しました。私のバディは１３歳の
Jessieでした。「何歳？」「趣味はある？」など積極的に話しかけ
てくれました。お互いにポケモンが好きということで話が盛り
上がりました。授業の合間には、調べてくれた日本語を入れて
絵を書いてくれました。Patrickの友達が遊びに来てくれた日に
はバーベキューをして歓迎パーティーをしてくれ、その後に遊
んだ「すごろく」で駒を進める時「いち。にー。さん。」と日本語
で数えてくれました。休日には教会・キングスパーク・ビーチ・フ

リマントル(ショッピングモール)に連れて行ってくれました。ホー
ムステイ最終日にはオーストラリアの伝統的なお菓子であるパ
ブロバケーキを一緒に作りました。私は今回の研修を通して自
分自身の視野を広げる事ができました。大学生になったら他の
国にもホームステイをしてみたいです。このような貴重な経験
をさせて下さったロータリークラブの皆さんに感謝します。

地区内職業奉仕委員長会議
職業奉仕委員長 西岡 則男君
８月２３日（金）ロータリーの原点は「職業奉仕」の実践にあ
り・・・「ロータリーの職業奉仕について」をテーマに、田中ガ
バナー出席のもと、１００数名の参加をえて、開催され、地
区職業奉仕村井委員長より職業奉仕と社会奉仕との違
い、自己の職業を通じて他者に奉仕しながら高い高潔性を
目指す、すなわち自分の職業を通じて社会に貢献し、高い
品性を目指しながら、四つのテストを理解しつつ、言行は
これに照らしてから・・・・・
１、真実かどうか
２、みんなに公平か、
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、
この４つが「職業奉仕」を具体的に
表現しているとのべられ、クラブと
職場の両方で、職業奉仕への自らの
責務を理解し、実践することをクラ
ブ内においても推進してほしいとの
ことでした。

ニコボックス（ＡＢＣ順）
☆理事会一同
☆春木和美君
突然のスゴい雨の中、理事会・例会にご出席下さり、ありがと
うございます！！
☆今井多美子君
例会に出席できたので。
☆梶原誠二君
本日は、石井先生よろしくお願い致します。
☆加藤辰己君
鵜飼例会、大変ありがとうございました。
☆加藤恭章君
例会に出席できたので。
☆松前裕己君
例会に出席できたので。
☆松前和子君
例会に出席できたので。
☆松前憲典君
インターアクト海外研修報告を、石井先生にやっていただく
ことになりました。青少年奉仕は、未来青少年のリーダーの
育成であります。今後ともよろしくお願い致します。
☆森 俊一郎君
良いことがあったので。
☆小野木宏君
例会に出席できたので。
☆佐藤祐造君
本日、大雨で高速道路が大変でした。
☆柴田裕市君
本日は、修文女子高等学校石井先生、宜しくお願いします。
又、先週の小瀬の鵜飼には、親睦活動委員会はじめ大勢参加
いただきありがとうございました。
☆田宮 均君
例会に出席できたので。
☆鵜飼俊光君
親睦活動委員さん、先日はありがとうございました。

次回９月１５日（日）の予定
（１８日の例会変更）
◎青少年育成サッカー教室
８：３０～１６：００ 一宮市総合体育館

◎お疲れ懇親会
１８：００～ ハワーズエンド

