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卓話 『マイナンバーについて』
瀬川 昇 会員
今週の歌 「我がロータリーに栄えあれ」
先週内容

そして本日は嬉しいお知らせがあります。
新入会員坂本一成様の入会式がこの後ござい
ます。今朝のクリーンデーでもご一緒させて
いただきました。また一人新しい仲間が増え
ることになり、大変喜ばしいことです。
これで総勢 49 名となります。念願の 50 名
まであと一歩というところまで来ました。ご
紹介いただきました橋本徹也様、清水大吾様
厚く感謝いたします。
そして今月のロータリーの特別月間は、平
和と紛争予防 紛争解決月間です。
ありがとうございました。
荻田幹事

幹事報告
青木会長

会長挨拶

さて先週金曜日は、江坂企業協議会新年に
招待されていましたが、小生の母親の葬儀・
告別式にて、渋谷副会長に代わりに出席して
いただきました。通夜には、荻田幹事が参列
してくださり、本当にありがとうございまし
た。故人の遺言により、家族葬にしてくれと
のことで、事後報告になりました。ご理解く
ださい。会からは、弔電と供花をいただき、
誠にありがとうございました。この席をお借
りしまして、皆様に厚く御礼申し上げます。

平和と紛争予防 紛争解決月間
次週 第1604回 例会予告
卓

平成28年2月15 日

話 『健康寿命について』坂口

道倫 会員

１．ロータリーの友 2 月号が届きましたので、
皆様のボックスにお配りしております。
２．熊平製作所よりお届けいただいた「抜萃
のつゞりその七十五」を皆様のボックスにお
配りしましたので、お読みください。
３．ロータリー日本財団より、領収証が届き
ましたので、皆様のボックスにお配りしまし
た。所得税の確定申告にお使いください。
４．ロータリー米山記念奨学会より、領収証
が届きましたので皆様のボックスにお配りし
ました。所得税の確定申告にお使いください。
親睦委員会
新入会員婦人
大阪南ＲＣ

坂本真理 様
篠原準治 様

橋本幸委員

出席報告

山岡委員長

●会 員 数 48名 ●来
客
２名
●出席会員数 39名 ●本日の出席率 88.64％
●12月21日の出席率（メーキャップを含む）100％

TEL ０６−６３２２−１２３８
FAX ０６−６３２８−１８０５
●LP ガス販売、化粧品販売、住宅設備機器販
売及び施工
●家族：配偶者 坂本真理様、
息子２人、娘１人
●趣味
スポーツ、映画、音楽
●推薦者 橋本徹也会員、清水大吾会員
●推薦理由 昭和 26 年創業の伝統ある会社
を引き継ぎ、社長として業績を伸ばしていま
す。吹田青年会議所の後輩で、理事長も務め、
常に活発に活動をし、信頼も厚く、協調性の
ある人物です。吹田青年会議所青年部、東淀
川工業協会青年部でも積極的に活動されてい
ます。吹田西ロータリークラブの会員として、
ふさわしく、アクティブに活動してくれる人
物です。
社会奉仕委員会

ご結婚の御祝
昭和 49 年 2 月 4 日

村井会員ご夫妻
以上

1組

本日江坂企業協議会主催のクリーンデイが
サニーストンホテル前で開催されました。
少し天気が心配されましたが 200 名弱の参加
がありました。
当クラブからは青木会長・瀧川パスト会長・
橋本徹也会員・紙谷会員・渋谷会員・本田会員・
阿部会員・高木会員・山岡会員・木下会員・
堀会員・新入会員の坂本一成会員・榎原の 13
名の参加がありました。寒い中ご協力有難う
ございました。
米山記念奨学会委員会

新入会員紹介

橋本徹也委員長

氏名 坂本一成
勤務先 坂本油化株式会社
〒533-0032
大阪市東淀川区淡路１丁目１９番１８号

榎原委員長

高木委員長

本日 阿部吉秀会員（30,000 円）、河邊哲
郎会員（10,000 円）より、特別寄付をいただ
きました。ご協力ありがとうございました。
職業奉仕委員会

橋本徹也委員長

１／１８の卓話でお願い致しました私の職
業タウンページの訂正用の提出をお願い致し
ます。期限は２月２９日です。
クラブ奉仕委員会

伊藤委員長

友人招待例会について
会員増強として青木会長よりご提案のあっ
た、「友人招待例会」を実施することになりま
した。

既に大阪平野ロータリークラブ、池田くれ
はロータリークラブでも実施されているよう
です。
昨年、炉辺談話でも参加者よりご意見を頂
戴しました。
この度、２０１６年４月１８日（月）例会
にて「友人招待例会」を実施したいと思います。
所定の用紙に記入し、事前登録をお願いしま
す。最終締め切りは３月２８日（月）例会ま
でとします。

ニコニコ箱

堀副ＳＡＡ

◆榎原会員：（青木会長へ）ご母堂様の逝去に際
し、心よりお悔やみ申し上げます。
坂本一成会員の入会を祝して。
◆堀 会員：坂本さん入会おめでとうございま
す。ぜひ野球同好会でお待ちしております。
◆荻田会員：坂本一成様ご入会おめでとうござ
います。新しいお仲間をお迎えし、嬉しく
感じております。
◆西村会員：先週木曜日にこの場で無事株主総
会を終えることが出来ました。江坂東急 REI
ホテルの皆様のもてなしに感謝申し上げます。
◆橋本幸会員：つたない話でしたが、ご静聴あ
りがとうございました。坂本さん入会おめ
でとう。
◆瀧川会員：坂本一成くんの入会を祝して。
◆橋本徹会員：坂本様のご入会を祝して。
◆清水会員：坂本一成さんのご入会を祝して。
これからもよろしくお願い致します。
◆山岡会員：坂本会員、ご入会おめでとうござ
います。
◆橋本芳会員：坂本君入会おめでとうございま
す。一緒にロータリー楽しみましょう。
◆木下会員：坂本会員ご入会おめでとうござい
ます。宜しくお願い致します。
本日までのニコニコ箱 883,091 円
本日のニコニコ箱
33,000 円
累計のニコニコ箱
916,091 円

「職業奉仕について」

橋本幸治会員

有限会社豊橋企画・新御堂ゴルフセンター
専務取締役 橋本幸治

私の勤めております有限会社豊橋企画は、
ゴルフ練習場の経営と不動産賃貸を事業とし
ています。ゴルフ練習場・新御堂ゴルフセン
ターは、吹田市江坂町にある創業昭和４８年
８月の３階建て４８打席距離１５０ヤードの
大阪では規模の小さい練習場です。お客様の
傾向としては、午前中はシニアの方、午後か
らは前に幹線道路が通っているため、営業途
中の会社員や学生、主婦そして夜間になると、
仕事帰りのグループで賑わいます。ゴルフの
楽しさは、やってみないとわからない観点か
ら『手ぶらでどうぞ』を看板に掲げ、貸クラブ・
入場料無料を実施しています。特に貸クラブ
日多くの方が利用されています。
企業理念としては、『地元に愛されるゴルフ
練習場』を目指しております。そのため、地
域の祭りや地域活動にも積極的に参加し、ま
た、地域からのお願い事にも出来る限り対応
しております。
しかしながら、プリペイドカードやＩＣカー
ドの導入で、それまでの受付・精算方式を無
くした為、クラブハウスやフロント周辺に立
ち寄るお客様が激減し、お客様と従業員のコ
ミュニケーションを取ることが難しくなって
きました。まさに『地元に愛されるゴルフ練
習場』の体が保てなくなってきたといえる時
期です。
そこで、フロント業務なく自由に打席に入
ることの出来る形式は変わらないのですが、
お客様との距離を近づけるための企画を考え
ました。
例えば、７月１日から８月３１日の夏場に
は、打放し利用者だけでなく同伴者・取引先
業者も含めて午後３時の来場者全員にアイス
キャンディーをプレゼントしています。西向
打席のため、強い西日がさす中、汗だくで練
習しているお客様に対し、何かしてあげられ
ないかとの感謝の気持ちを込めて始めた企画
でしたが、非常に好評で、『極暑の３時に打球
音が消える練習場』としてスポーツ紙やゴル
フ雑誌にも掲載されたことがあります。
お客様の気持ちになって、コミュニケーショ
ンを取ること、場外でのイベントに積極的に
参加していくことにより、お互いの親密度が
増し、お客様には仲間の家に遊びに行くよう

な、私どもにとっては、友人が尋ねてきてく
れたような、そんな練習場空間作りを目指し
ています。それが、きっと『地元に愛される
ゴルフ練習場』への道と信じて今日も取り組
んでおります。
さて、私の日常業務ですが、練習場や所有
するビルなどの設備の管理の為、午前中はゴ
ルフ練習場で、午後はビルの見回り等という
毎日を過ごしています。
これらの業務は、異常がなければ非常に平
易な為、空いた時間を利用して、日本のゴル
フ業界の活性化の為の取り組みも始めました。
現在この事が、私の日常の中で大きな割合を
占めてきています。
ゴルフ業界全体の話となるのですが、昨年
２月に倉本昌弘プロがＰＧＡの会長になった
ことを機に、私たち世代の経営者が主となっ
てゴルフ場、練習場、用品メーカー、ＰＧＡ会
員などが一体となってゴルフ活性化の為の活
動を始めました。１９９２年のピーク時に比
べて現在のゴルフ市場は約５０％ゴルファー
人口は、６５％にまで減少しています。人数
的には約８００万人程度です。この人数は、
減少傾向にあり、何もしなければ、無くなり
はしないが どんどん縮小していく産業であ
る事は間違いないことです。しかしながら、
その反面、実に９３％以上の人がゴルフに参
加していないのです。その９３％の人にゴル
フの楽しさ良さを知ってもらおうと始めたの
が次の取り組みです。
ゴルフをしない人にゴルフをしない理由に

ついて、アンケートを取ると①自分のライフ
スタイルに合わない。②費用が高すぎる。③必
要時間が長すぎる。④気軽に参加できない雰囲
気がある。など手軽さと気軽さの問題が浮き
出てきます。
この二つの問題を払しょくするために、全
国的には、リクルートと組んでゴルマジ２０
事業を展開しています。ゴルマジ２０とは、
２０歳の 1 年間だけゴルフを無料で経験でき
る機会を与えてみようという企画です。３０
歳を超えて少し余裕が出てきた時にゴルフを
選択肢に入れる人の９５％が以前にゴルフを
体験したことがある人というデータがありま
すのでそれに基づいた取り組みです。
もうひとつは、関西単独ですが、関西ゴル
フ連盟と組んで 初心者ゴルフスクール事業
に取り組んでいます。ゴルフは、年齢性別関
係なくまた、長い期間行う事のできるまさに
生涯スポーツです。
皆さんは、奥さんや子ども、孫と一緒に同
じフィールドで同じスポーツをしてみたいと
思いませんか？中には、既に一緒に誘ってい
るよという方もいるかもしれませんが、夫婦
や親子で教えていると「なんでできへんねん」
「教え方が悪いんちゃう」などと喧嘩になる方
があります。その部分を補完するのが、この
初心者スクールです。
スクールの方は、４回の練習ボール代とレッ
スン料を実質無料にしようという企画です。
ゴルフを始めながら止めてしまう人の７０％
が当たらないから 難しいからという理由で
あるというデータもあります。４回では、本
当にとっかかりしかできないかもしれません
が、昨年７５００人の方がこの制度でゴルフ
を始められました。そしてその８０％が今も
続けておられます。という事は、４回のレッ
スンでそこそこ楽しめる程度には上達するの
かと思っています。
もちろん私の練習場でも実施していますが、
全国のさまざまな練習場、ゴルフ場でも実施
していますので、ホームページ等でご確認く
ださい。
以上、私の職業でした。

