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先週の例会報告 

皆さんこんにちは、本日は大阪東 RC の井上雅

晴様ようこそおいで下さいました。そして本日の

小林アツ子会員ご紹介の卓話者、日本ゴルフ協会

の大東将啓様、後程の卓話を楽しみにしておりま

す。 
先日は地区の第 2 回献血活動がありました。小

林会員、竹森委員長、寒い中を難波バス停前でご

苦労様でした。また例会の後は 2 時より地区大会

があります、全員ご参加宜しくお願い致します。 
 
 
 
 
 
 
 
せんだいメディアテーク(2000)      樹木のデザイン 
さて本日は、現代の建築家その 3・伊東豊雄で

す。昭和 16 年 6 月 1 日生まれ、『せんだいメディ

アテーク』を代表(平成 25 年)にはプリツカー賞を

受賞しました。現在台中メトロポリタンオペラハ

ウス工事中です。情報化が進んだ現代、人間や都

市の活動は以前と比較にならないほどの速度と多

様性を持つようになりました。均質なグリッド［格

子］の美学を追究し、合理性と抽象性のもとに多

様性をそぎ落としてきたモダニズム建築を、彼は

より複雑で豊かな秩序を内包する｢エマージン

グ・グリッド［生成するグリッド］｣という概念を

もって超えようとしています。規則的で無機質な

空間から複雑で有機的な空間へ、この 21 世紀 「エ

マージング・グリッド」にもとづく最新プロジェ

クトがこの《台中メトロポリタン・オペラハウス》

です。床とも壁ともつかない三次元曲面の連なり

によって生まれる洞窟のような空間は、生々しい

ほどの生命力にあふれ、人々の複雑で豊かな活動

を受容するおおらかさを持つものです。たまたま

現場管理者は、私の友人のご子息（池田さん）で

すが、本当に困難な 3 次元の工事だと聴いており

ます。完成後・台中に行かれたら是非お寄りくだ

さい。一見の価値ある建築です。 
 
 
 
 
 
 
 

基本カテノイドフレーム    台中オペラハウス模型 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･お祝いと表彰 

･卓話 

｢最近経験した判決から見えたもの｣ 

小松 英宣会員 

･ピアノ 滝廉太郎「花」 

･ソング  ♪｢花は咲く｣♪ 

･卓話 

｢陽のあたらない歴史｣ 

多田 秀觀会員 

･ピアノ ヘンリー・マンシーニ「ムーンリバー」 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2014 年 2 月 28 日 第 1485 回例会 
世界理解月間 

 2013－2014 年度  

国際ロータリー会長 ロン Ｄ.バートン 

ENGAGE ROTARY CHANGE LIVES 

ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を 

◎本日のプログラム ◎次回(3 月 7 日)のお知らせ 

― 会長挨拶 ― 

                          KEEP THE SPIRITS CREATE ROTARYLIFE ! 本年度 クラブのテーマ 



木村・・・小林さんの代理卓話－大東さん、楽しみ

にしています。 
北村・・・2/28 卓話変更、多田さん、中村先生、

すみませんでした。 
松浦・・・これからも楽しくロータリーライフを

過ごしたいと思っています。 
中林・・・いろいろと問題発生します･･･。かわり

に何か良い事があるでしょう。期待を

こめてニコニコ！！ 
中村(匡)・最近、妻の健康が良くて｢しあわせ｣で

す。 
岡本・・・本日早退のおわび。 
大蔭・・・北村会員研修委員長、先日はすばらし

い研修会ありがとうございました。本

日の地区大会、全員参加宜しくお願い

致します。 
佐々木・・昨日、山本氏壮行会のご出席いただい

た方ありがとうございました。 
山本(依)・今日のゴルフのお話し楽しみです。 

― 出席報告 ― 

 国内ビジター 1名   会 員 数  35名  

 外国ビジター 0名   出席規定適用免除   7名  

 国内ゲスト  1名   会 員 出 席  22名  

 外国ゲスト  0名    会 員 欠 席  5 名 
<2 月 21 日の出席率 90.00％> 

Make up を含む 1/31 の出席率 85.71％ 

１．相馬 RC 創立 50 周年記念式典開催のご案内を

ポスティングしています。平成 26 年 4 月 12
日(土)に記念式典並びに祝賀会が開催されま

す。一人でも多くの方にご参加頂けますよう

お願い致します。出欠の返事を 3 月 3 日まで

にお願い致します 
２．ニコニコボックスへご協力頂きました上半期

分の寄付金額のご報告と領収書をポスティン

グしています。ご確認頂きますようお願い致

します。 
３．本日、明日と地区大会が大阪国際会議場で開

催されます。先週お渡しいたしました名札を

ご持参のうえ出席して頂きますようお願い致

します。 

・新世代奉仕委員会 

副委員長 大本 達也 

ボランティアを励ます会の案内をポスティング

しています。3 月 10 日月曜日開催です。案内には

誤って 10 日金曜日となってますが月曜日ですの

でお待ちがえ無い様お願いします。 

・3月 10 日(月)  18：30～ MU 事業 

ボランティアを励ます会 

   (大阪倶楽部) 

・3 月 15 日(土)  13：00～17：00 

IM 

   (ホテル阪急インターナショナル) 

・3月 28 日(金)  13：40～ 

4 月度定例理事会 

   (帝国ホテル｢松の間｣) 

・4月 3 日(金)  19：00～  

台北百齢 RC ウェルカムパーティー 

   (場所未定) 

・4月 4 日(金)  10：30～14：00 

ICS 事業 

   (松柏学園) 

・4月 4 日(金)  18：00～ 

創立 31 周年記念例会 

   (帝国ホテル｢吉野の間｣) 

― 直近の行事予定 ― 

・次年度ロータリー手帳の申し込み用紙をポステ

ィングしていますので希望者の方は事務局まで

FAX にてお申し込み下さい。 

― 臨時理事会議事録 ― 

 

 

＜合計 ￥29,000 -  累計 ￥1,399,490 -＞ 

― ニコニコ箱報告 ― 

3 月 7 日の例会場 
帝国ホテル大阪4階｢牡丹の間｣ 

― 幹事報告 ― 

― 委員会報告 ― 

― 次年度幹事報告 ― 

日 時：2014 年 2 月 21 日(金) 
審議議案： 

1．ボランティアを励ます会を別紙の通り 3 月 10
日(月)に日程変更で行なう旨、承認。 

2 月 28 日のメニュー 
人参のポタージュ クレーシー風 

旬のメバルのポワレに 

手長海老を添えてコトリヤード風 

サラダ 

なめらかなミルクチョコのムース 

紅茶香る洋梨のコンポートを添えて 

コーヒー 



｢｢悩めるゴルファー｣から｢楽しみゴルファー｣へ｣ 
日本プロゴルフ協会 A級ティーチングプロ 

大東 将啓氏(枚方 RC) 
(小林アツ子会員紹介) 

NGF(米国ゴルフ財団)
の調査では、ゴルフ用具

の進歩にともない一般ゴ

ルファーの腕前が長年に

わたり進歩していない結

果が出ています。また

97％のゴルファーが｢思

い通りの上達｣ができな

い現状に悩んでいるアン

ケート結果があります。どうしてでしょうか？ 
｢ゴルフは80パーセントのメンタルと、20パー

セントの筋力のゲームだ｣とゴルフ史屈指のプレ

ーヤーであるベン・ホーガンが言っています。 
また、スポーツ心理学者の世界的権威であるボ

ブ・ロテラは、｢人は自分が思ったとおりのゴルフ

ァーになる｣とコメントしています。 
ゴルフの場合、プロでも9割以上がミスショット

になります。ミスショットがナイスショットに比

べで圧倒的に多い為に、より多くの悪い記憶が頭

に残る現象があります。 
その上、スコアカードに｢OB｣と書きとめている

ゴルファーは、その記憶を頭に鮮明に残す作業を

していることとなります。同じホールに来たとき

に、前回の悪いショットが頭の中によみがえり、

ミスショットの連鎖となります。 
ジャック・ニクラウスがシャンクを打ったトー

ナメントがありました。記者に｢あのシャンクは、

どのような状況でしたか？｣と聞かれたときに、ニ

クラウスは、｢忘れたよ！｣とコメントしています。 
良いショットは鮮明に記憶に残し、悪いショット

は、忘れる作業をしているのです。 
｢イップス｣(精神的な運動障害)という症状でゴ

ルファーが選手生命を絶つことが多いのも、ゴル

フの持つ特有の一つでしょう。 
まじめなプレーヤーほど、ミスショットの原因

を追究しすぎることで、体が動かない｢イップス｣

に陥る傾向があります。多くのミスショットを忘

れ、数少ないナイスショットを鮮明に記憶に留め、

健全な精神状態でプレーすることが簡単でないか

らこそゴルフが難しくなるのでしょう。 
ところで皆様は、入れごろ外しごろのパターを

打つ時、どのように考えられますか？ 

｢外したらどうしよう。｣、｢入れたいな～。｣、｢入

れてやる！｣など色々な心理状態があるでしょう。 
一番良いと言われているのが、打つ前に｢入った、

やん！｣と確信することです。｢入っていること｣

を潜在意識にまで鮮明にイメージングすること

で、95％の意識レベルまで落とし込むことができ

るのです。入らないことが多い現状の中で最初か

ら｢カップイン｣のイメージングが上手くいかない

てもかまいません。 
まずは、そのパットが打てることに対して、感

謝の気持ちを持つことをおすすめします。打つ前

に｢ありがとう！｣と思い、口に出してみてくださ

い。不思議とスムーズなストロークが可能となり、

カップインの確率が高まります。 
｢池に入れないように！｣｢OBしないように！｣

と強く思えば思うほど、潜在意識は、｢池｣や｢OB｣

をイメージしてしまいます。イメージの世界では

否定形は認識されませんから。 
松下幸之助さんが、同様のことをコメントされ

ていました。｢金持ちになりたければ、日常から財

布にお札を一杯入れておくこと｣｢金持ちになりた

い！｣願望だけでなく、｢既に金持ち｣を強くイメー

ジすることでを進めることを説いておられまし

た。 
生徒さんに｢夢を作文にしましょう！｣とお願い

しております。サッカーの本田圭介選手は、小学

生の作文で｢ぼくは大人になったら世界一のサッ

カー選手になりたい！というよりなる。｣と書いて

います。 
｢現在70歳！今年エージシュートを目指す元年

として10年計画、80歳のときに80のスコアのエー

ジシュートが出来るように、日頃より鍛錬、研鑽

してまいりますので大東博士のご指導、よろしく

お願いします｣と作文を書いていただきました。 
ゴルフは、他のスポーツと違い70歳の方でも夢

を語れるすばらしいスポーツです。そんなゴルフ

ァーの皆様をサポートできることを、天職と感謝

しております。 
海外ティーチングプロの通訳やインタビューを

通じて学んだことがあります。スイングコーチだ

けなく、メンタル面も含めてトータルでゴルファ

ーをサポートする重要性を認識したことから、メ

ンタルやイメージングの勉強会、セミナー受講を

通じて自分自身も勉強を重ねて来ました。 
特に、イメージング(夢を鮮明に妄想する)こと

は、ゴルフだけでなく、日常生活にも活用できる

新たな発見がありました。 

 ― 先週の卓話 ― 



 幹事 長谷 裕代 

2014 年 2 月 21 日(金)～2 月 22 日(土)八尾中央

ロータリークラブをホストクラブとする地区大会

が開催されました。 
第 1 日目は開会式と合同研修会、第 2 日目は大

会議案上程、採択のあと、表彰式がありました。

その後、特別講演として桜井よしこ氏による｢日本

の進路と誇りある国づくり｣を講演頂きました。 
桜井よしこさんの講演は素晴らしかったです。

話し方は柔らかい物腰なのに内容ははっきりとし

た言葉で話されて、あっという間に 80 分は終了

しました。講演会はたくさんの方が参加されてみ

なさまが満足してお帰りになりました。 

例えば、スキージャンプで銀メダルを獲得した

葛西紀明選手が、｢ジャンプを飛ぶ前に金メダル獲

得を鮮明にイメージし涙を流した｣とあります。鮮

明にイメージすることで感情に深く反応して潜在

意識まで落としこむ作業で、｢夢が実現する｣こと

が起こった実例でしょう。 
ゴルフスイングをレッスンするインストラクシ

ョンだけに留まらず、ストレッチを含めて体のケア

ーやメンタルまで｢ゴルフセラピスト｣としてゴル

ファーのサポートに徹していきたいと思います。 
一人でも多くの｢悩めるゴルファー｣から｢楽し

いゴルファー｣になってもらえるように。 

会長 大蔭 政勝 
2 月 21 日、地区大会一日目の合同研修会の後、

場所をリーガロイヤルホテル(光琳の間）に移して

｢RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会｣が行われました。 
私も妻と一緒に参加いたしました。6 時開演で

したが、知り合いの方も

多く、早めに会場に入っ

て大阪中之島 RC 山本肇

会長さんご夫妻や、IM6
組の各会長さんと楽しく

会話して、RI 会長代理ご

親睦活動委員長 岡田 耕平 
2 月 25 日(火)の

18:30 から｢梅の花

OAP 店｣にて 19 名

の参加を得て、中田

圭子会員の歓迎会

が行われました。冒

頭、中田会員からは｢今日の歓迎会の事を考えて昨

夜は眠れませんでした｣というユニークな挨拶を

いただき、その後、大蔭会長による乾杯で宴が始

まりました。 
途中、多くの方々から中田会員に対する激励の

言葉をいただき、最後は犬伏会員、田中会員とい

った大先輩から貴重なお言葉もいただき、全員が

真剣に聞き入っていました。飲み放題プランも手

伝って皆さん、大いに親睦を深めアッと言う間に

お開きとなりました。 
中田会員には今後、当クラブの雰囲気を楽しん

でいただきながら、活躍される事を大いに実感し

た楽しいひと時でした。末文ながらお集まりいた

だいた皆様、有難うございました。 

夫妻の入場を待つことができました。 
歓迎イベントでは、能楽師の山本章弘氏による

『歓迎の舞』が舞われ幽玄の世界を楽しむことが

できました。その後、来賓紹介でしたが、各地区

から、また歴代ガバナー、各種ガバナー、国内外

の特別招待客等もいらっしゃり、会場の約三分の

一の方々が紹介されました。福家ガバナーもご挨

拶の前に全招待客のご紹介をされ本当に精力的だ

と感心致しました。 
張瑞欽 RI 会長代理のご挨拶の後、管生浩三 RI

元理事の乾杯のご発声がありました。お食事・歓

談と宴は盛り上がり、気が付けば閉会でした。閉

会の前に、岩手県漁業協同組合から第八大浜丸の

船長さんが目に涙してお礼のご挨拶をされまし

た。東北の災害復興に 2660 地区ロータリーより

援助をいただいたことで、感謝・感激され現在ロ

ータリーに入会されたそうです。最後は会場いっ

ぱいに蛇行して｢手に手つないで｣のロータリーソ

ングで閉会となりました。 
初めて参加した私には価値のある晩餐会でした。 

 

 

 

 

     〈四つのテスト〉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 

― 地区大会報告 ― 

― RI 会長代理ご夫妻歓迎晩餐会報告 ― 

― 新入会員歓迎会報告 ― 


