
◆点鐘 黒澤 明男 会長

◆SAA 清水 泰男 委員

◆ソング 君が代
誕生日の歌

【会長挨拶】 黒澤 明男 会長

今日は年次総会です。次年度の理事・
役員および翌々年度の会長の決定日です。
候補者の選考は、前々、直前、現会長、幹
事及び会長エレクトの 7 人で 11 月に選考
委員会を開き会長エレクトの小林さんの意
向によって選ばせて頂きました。

後ほど候補者の発表をいたしますが、本
日出席会員の過半数の賛成が必要になり
ます。よろしくご了承をお願いします。

私にとってのゴルフシーズンが終わり
（本年は９回コースに出ました）来年の 5 月
頃までオフシーズンとなりました。

さて、ゴルフの「18ホール」はどうして決
まったのかご存知ですか？スポーツでは野
球は 1試合 9回、大相撲は 1場所 15 日な
ど、試合成立に「数字」が関係しています。

では、男女ともに若手の台頭がめざま
しいゴルフの世界。1 ゲーム「18 ホール」で
争われますが、この 1 ラウンド「18 ホール」
はどのような経緯で決まったのでしょう
か？

実はスコッチウイスキーと関係あるらし
いのです。風の強いスコットランド。

そのむかし、寒くてウイスキーを飲みな
がら、ゴルフのプレーをする人が多くいたと
のこと。クラブ会議の席上で、ある長老会
員が「1 ホールごとにグラス 1 杯飲むと、18
杯でウイスキーボトルが空になる。だから
18 ホールにしよう」と提案したというので
す。

いかにも都合のよい話です。まさか酔っ
た勢いではないと思うのですが。もし当クラ
ブで決めるとしたら、プロ並みのプレイヤー
矢島会員でしたら 1 ラウンド「1 ホール」終
わり、研究熱心の小林会員だと 1 ラウンド
「3 ホール」決まり、進境著しい清水会員は
常識的な「18 ホール」を指示、年間プレイ
回数の多い橋詰会員は「27ホール」の提案、
全世界でプレイしている青松会員において
は 1 ラウンド「36 ホール」にすべきだと主張
するはずです。橋詰会員の感想はいか
に？

ちなみにウイスキーの容量は全て同じで
はありません。サントリー角・700ml

シーバス 12 年・750ml、バランタイン 30
年・700ml、一般的には1本は 720ml が多く
見受けられます。ウイスキーのシングルは
1 オンスで 28.42ml、ダブルは 56.84ml で 1
オンス半ずつ飲むとスコッチウイスキーが1
本カラになる計算です。バーテンダーの計
量具はシングル・1オンス、ダブル・2オンス
です。

＜1 オンス・ｲｷﾞﾘｽは 28.42ml、ｱﾒﾘｶは
29.57ml で国によって違いがあります＞

【幹事報告】 西川 宏 幹事

1. 日本ユネスコ協会連盟より
「2011 年活動レポート」

2. 例会変更

上田ＲＣ

12 月 17 日（月）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12月24日（月）振替休日の為 定刻受付なし

12月31日（月）定款による休会 定刻受付なし

◆例会日/週火曜日 12：30～13：30 ◆例会場/小諸市鶴巻 音羽

◆事務局/〒384-0025 長野県小諸市相生町 1-2-12 エイワンビル 2 階

TEL 0267-23-8125 ＦＡＸ 0267-23-2788

2012-2013 役員

◆会 長 / 黒澤 明男 ◆副 会 長 / 小林 秋生
◆幹 事 / 西川 宏 ◆ｸﾗﾌﾞ広報・情報委員長 / 橋詰 希望
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佐久コスモスＲＣ

12 月 17 日（月）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12月 24日（月）振替休日の為 定刻受付なし

12月 31日（月）定款による休会 定刻受付なし

1月7日 （月）新春例会の為 定刻受付あり

1月14日（月）法定休日の為休会 定刻受付なし

東御ＲＣ

12 月 19 日（水）クリスマス夜間例会の為

定刻受付あり

12月 26日（水）定款による休会 定刻受付なし

1月2日（水）定款による休会 定刻受付なし

1月30日（水）新年合同例会の為 定刻受付あり

3. 週報 上田ＲＣ

例会終了後理事会

本日の配布物

週報 1162、1163 号、ガバナー月信 6号、

新年会案内

【委員会報告】

・クラブ運営委員会

清水 良英委員長

①新年会のご案内（H25．1.15）

②クリスマス夜間例会、来週です

◆ラッキー賞

ＮＯ．4 清水 泰男君

◆結婚記念日祝

桑原邦夫会員 素子夫人

S47.12.18

◆結婚記念日祝

清水泰男会員 S16.12. 5

渡辺英世会員 S23.12.20

◆ニコ BOX 矢島 英夫 委員

黒澤明男君
清水先輩ラッキー賞おめでとう

ございます。

小林秋生君

師走に入りました。今年も残り

僅かです。来年は明るいことの

多い年でありますように。

清水泰男君
誕生祝とラッキー賞頂きまし

た。ありがとうございました。

橋詰希望君

姪の結婚披露宴に吉永小百合

ご夫婦が来て下さり小百合さ

んと 2 ショット撮ってきました。

矢島英夫君 ニコ BOX係ですので・・

渡辺頼雄君
職業奉仕のため早退させて頂

きます。

【本日のプログラム】

ク ラ ブ 協 議 会

「 年 次 総 会 」

小林秋生次期会長挨拶

【出席報告】 前田 博志 委員
会員数 出席 M・U 欠席 出席率

本 日 12 月 04 日 24 19 事前（0） 79.17％
前々回 11 月 20 日 24 20 事後（2） 修正 91.67％


