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クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」

2020年10月22日
（木） 曇 第13回

司

会 ： 村瀬俊高会場委員

歌

唱 ：「四つのテスト」「それでこそロータリー」

会長挨拶

湯澤信雄会長

皆さんこんにちは!!先週末千葉県の
紫カントリークラブで、第85回の日本
オープンゴルフ選手権が行われ、稲森
佑貴プロが2回目の栄冠を勝ち取りま
した。今日は、
日本オープンの話をした
いと思いますが、瑞穂RCにはゴルフに
造詣の深い方が多いので、
おさらいの
気持ちで聞いていただければ幸いで
す。
ご存知のように日本オープンは、我が国のナショナルオー
プンであり、
メジャー競技の一つでもあり、
日本プロゴルフ選
手権と並んで、
日本最古のゴルフ競技会です。
日本ゴルフ協会
の主催で、他のJGTOが主管し、
スポンサーサイドが主催とい
うトーナメントとは、
出場要件が異なってはいますが、
日本で
最も権威のあるトーナメントの一つであります。第1回が行わ
れたのは、1927年程ヶ谷カントリークラブで行われ、
アマ
チュアの赤星六郎さんが初代優勝者です。
この時以来、今年
までアマチュアの優勝者は出ていないようです。
ジ・オープン
と称される全英オープンの初回は、1860年プレストウィック・
ゴルフ・クラブで開催されていて、
日本では皇女和宮が徳川家
に嫁いだ時代ですから、歴史の差を感じます。
ちなみに、全米
オープンの第1回は、1895年に開催されております。
また、
この大会は、毎年開催する都道県を変えて行われま
す。愛知県で初めて開催されたのは、1957年愛知カンツリー
倶楽部ですが、愛知カンツリー倶楽部の開場が昭和29年で
すので、開場3年目で日本オープンを迎えた事になります。
こ
の後、1971年、2010年と愛知カンツリー倶楽部では3回日
本オープンを開催しています。
この他、1965年三好カント
リー倶楽部、1975年春日井カントリークラブ、
この40回大会
では泉先輩が、
ベストアマを獲得されています。1985年東名
古屋カントリークラブ、1989年名古屋ゴルフクラブと今まで
7回開催されています。
また、今年の優勝賞金は3100万でジーオープン約2億
3000万や全米オープン、約1億5000万と比べますとちょっ
と見劣りします。私個人的には最低でも5000万以上は欲し
いと思いますが…!!

2020-21年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「原点に戻ってロータリーを楽しみ、
力を発揮しよう」

2020-21年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは機会の扉を開く
（ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES）

来年は、滋賀県の琵琶湖カントリー倶楽部、2022年は兵
庫県の三甲ゴルフ倶楽部2023年は、大阪府の茨木カンツ
リー倶楽部と、3年連続で関西圏での開催となりますが、近い
将来また愛知県で開催され、
中部地方のプロやアマチュアゴ
ルファーが活躍される事を期待して、挨拶といたします。

出席報告

内藤晶文出席委員

会員70名 出席49名 （出席計算人数52名）
出席率79.0％

ニコボックス

内藤晶文ニコボックス委員

・10月15日は誕生日でした。

・10月29日は結婚記念日です。

梅村 昌孝さん

近藤 雄亮さん
・妻の誕生日に素敵な花をありがとうございました。
北岡 寿人さん
・妻の誕生日にランの花ありがとうございました。
田中さん、
イニシエーションスピーチ楽しみにしています。
長谷川 隆さん
・妻の誕生日にお花を有り難うございました。

原田 敬生さん

よろしく。
・本日は､イニシエーションスピーチです。

10月より、
インフルエンザワクチンをしています。
よろしかったら、
どうぞ。
田中 英雄さん

・ゴルフでちょこっと良い事がありました。 松波
・昨日まで新潟に行ってきました。

恒彦さん

グルメ会の皆さんと行きたい料理屋がたくさんあるので、
皆さんと行きたいと思いました。
鈴木 淑久さん
田中先生、卓話楽しみにしています。

・10月12日初めて中ロータリービジター訪問してきました。

近場なのにバナー交換してちょっと恥ずかしかったです。
萩原 孝則さん

幹事報告

山口哲司幹事

に
・ 次週10月29日(木)11:00より、推薦委員会を4階「桜の間」
て行います。
ご参加の程、
よろしくお願いします。

・ 次々週11月5日(木)13：40より、第5回理事会・第3回クラブ
アッセンブリーを4階「杉の間」
にて行います。
ご参加の程、
よ

ろしくお願いします。

・ 新事務所への引っ越しに伴い、本棚など持っていかない備品
がいくつかありますので、
もしどこかで使われるなどありそう

な方は受付に写真が置いてありますので、
ご確認頂きお引き
取りなどご協力お願いいたします。

※本棚と4段キャビネットは11月7日(土)午前中引越日に、下

で引取出来る方でお願いします。

卓話

イニシエーションスピーチ

田中 英雄さん

コモ湖は、
ミラノの北の方のアルプスの麓なんですが、別荘が
いっぱいありまして綺麗なところで絵に描いたような、
おとぎ話

の国のような高級別荘地帯です。
ミラノより涼しいし良いところで
皆さん、
こんにちは。本日は自己紹介と後半
す。
は、趣味のヨーロッパ旅行の話をします。
RCには、去年の11月に再入会させていた
だき、
ありがとうございました。2年5ヶ月振り
の入会です。RCには、32年間もお世話にな
り、2017年に何となく退会してしまいました。
しかし、
これから明るく、楽しい老後の人生のために再入会しま
した。
よろしくお願いいたします。
経歴は、昭和23年1月15日生まれ、72才です。静岡市で生ま
れ、
中学2年生の時に、東京都杉並区に引っ越しました。高校は
スペイン
都立西高校で、一緒の高校に宮﨑信次さんが先輩でいます。
そして、一浪して前橋にある群馬大学の医学部に入学できま
した。48年に卒業しました。東京に戻り、東京都立老人医療セン
ター内科で研修、
その後東京女子大腎センターで研修しました。
昭和55年より、
名古屋に来ました。
名古屋市瑞穂区豊岡通り
3-3(現在地)で、
田中内科皮フ科医院を開業して、
現在にいたっ
ております。
私が内科を担当しております。
ホームドクターとして
高血圧、
糖尿病、
心臓病、
かぜ症候群、
インフルエンザ、
アレル
ギー性疾患等幅広く内科の患者さんを診察しております。
プライ
マリ・ケアに徹し、
難しい症例は近くの名古屋市大病院、
八事日
クロアチア
赤病院などに紹介しております。
皮フ科は妻が、
担当しておりま
スプリトという街なのですが、4世紀に古代ローマ帝国のディ
す。
オクレティアヌス帝という皇帝がここで生まれて、皇帝になり、立
派に国を治めていて、
引退後もここに帰ってきて自分の生まれ故
郷を立派な街にして、
ずっと市民に慕われていたそうなので、今
だにお祭りをやっているようです。
ちょうど行ったときに皇帝のお
祭りの日で、
ローマの兵隊の格好をしてパレードをしたり、寸劇を
やったりしていて凄く良かったです。
クロアチアも良いところです。

フランス
フランス南の方のプロバンス地方です。左の写真は、
ポン・

デュ・ガールという古代ローマの水道橋の跡です。

右の写真は、
ニームの古代円形闘技場で、現在は闘牛場など

に使っているそうです。凄く立派です。

ヨーロッパ旅行、特に地中海の旅行は、景色も素晴らしく、歴
史的遺産も多いです。気候も良く、料理も美味しく、本当に心と体
のリフレッシュになり、
さらに元気になりました。

例会のご案内
イタリア

■今週の卓話

テ ー マ：自己紹介と留学生活

カプリ島は本当に美しい所です。有名な青の洞窟です。
内部の

海の色の美しさ、綺麗さは一生忘れられません。

10月29日
（木）
卓 話 者：米山奨学生リャン チェンさん

■次週の卓話

11月5日
（木）
テ ー マ：ロータリー財団プログラムについて
資金推進委員会 委員：近藤

■次々週

11月12日
（木）
定款により休会

茂弘さん

