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□―タリーを実践しみんなに豊かな人生を
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結婚記念 日

20日 中田盛之君

23日 浜田賢治君

24日 串山正幸君

平成 25年 9月 19日 天候 晴

従つて「中秋の名月Jと満月を指す 「仲秋の名月」は

同じものではないということになります。
「中秋Jと 「仲秋」は、長い歴史の中でだんだん区別され

ずに使われてきているようにもみえますし「広辞苑」でも「中

秋」と「仲秋」は同じ言葉として扱われていますが、こだわ

るなら「中秋の名月」の中秋は「中秋」で九

ちなみに旧暦の月の呼び方には、季節の真ん中の月

に「仲Jをつけて呼ぶ言葉があります。例えば「仲春」

といえば 2月 、「仲夏」といえば 5月 、「仲冬」とい

えば H月 を指します。しかし、これらはいまの我々に

はあまり馴染みがありません。

今日は話すことがないので、少しばかり禅問答のよ

うなお話をさせていただきました。

≪会員卓話≫

「え、そうなの ?」 土山博英 君

今日の題 「え、そうなのJですが、ゴ

ルフのルールについてお言れ たヽしま丸

証券会社に勤めていて、いつも相

場の話をしているのですが、卓話

では皆 さん趣味の話をされている

方が多かったので、自分の趣味の

ゴルフの話をしたいと思います。

今年もだいたい年間 50回ペースほぼ毎週行っていま

す。単身赴任でなかなか家にも帰れず、月に 1回 しか

妻に会えませんが、お蔭様で夫婦円満でやつてお りま

す。

大和.■券が 日経カップに参加 していますが、会社内

で出場する資格を得るための選考会があり、これに参

加 していました。選手にはなれませんでしたが、 日経

カップを目指す とい うことで、lo数年前に本を買つて

ルールを勉強しました。その際 「え、そ うなの」 とい

うことが結構あったので、今回それを問題形式でお話

させて頂きます。

Ql ティー区域外から打つてしまった (“でべそ")
Al 罰打 2打 ち直 しは 3打 目となる
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第 2636回例会

≪司 会≫  高田 雅司 君

≪合 唱》  「それでこそロータリー」

《BGM≫  「男が女を愛する時」

≪ゲスト》 なし

≪ビジター≫ 石井 卓 君 (厚木県央 RC)

≪本日のお祝い≫

お誕生 日

9月 23日 相原雄治君  9月
9月 25日 古橋剛俊君  9月

9月

≪会長挨拶要旨》

今 日は中秋の名月、旧暦の 8月

15日 に当た ります。私のような勉

強不足の輩は「中秋の名月」か「仲

秋の名月」かと迷つて しまいます

が、結論を言 うと「中秋の名月 J

が正 しいようです。
「中秋Jは陰暦人月十五 日その

日のこと、そして 「仲秋Jは秋の

三ヶ月 (七・八・九月)の 中の意で

陰暦人月の別称です。愛でるのは陰暦人月十五 日の月

ですので、「仲秋の名月Jで なく「中秋の名月」が正

しいということになります。
「名月Jと いう言葉を「満月Jと解釈すれば 「仲秋

の名月」でも間違いとはいえなくなりますが、ややこ

しいのは陰暦人月十五日の月が陰暦人月の満月とは言

えないことです。

旧暦の lヶ 月は、月の満ち欠けの周期ですから、平

均すると294日 となります。従って新月から満月にな

るための時間は 147日 ということになりますが、旧暦
のlヶ 月は 29日 か 30日 ですので、満月と陰暦八月十
五日の月に 1～ 2日 のずれが生じることがあります。



Q2 打順を間違えて打ってしまつた
A2 罰打 0そ のままプレー続行

Q3 ワッグル中にティーペッグからボールが落ちた
A3 罰打 0再度ティーアップして打つ

Q4 宣言せずに暫定球を打ってしまつた
A4 罰打 1前球を放棄 し、そのボールでプレー続行

Q5 邪魔な OB杭 を抜いて しまった
A5 罰打 2抜いた杭を元に戻 してプレーする

Q6 間違えて同伴競技者のボールを打つてしまつた
A6 罰打 2改めて自分のボールをプレー し直す

Q7 支柱だけでなく樹木 自体が障害になる
A7 救済無 そのままプレーするか、アンプレヤブル

Q8 カー ト道路にボールが止まってしまつた
A8 救済有 ニアレス トポイン トを決め、 ドロップ

Q9 うつか り自分のボールを動かしてしまった
A9 罰打 1元の地点にボールをリプレースしてプレー

同伴競技者のボールを蹴飛ばしてしまった

罰打 0そのボールのプレーヤーがボールをリプ
レース

ボールの後ろの小枝を取 り除いてから打った
罰打 0そのままプ レー続行

埋まつていた小石を取 り除いてから打つた。
罰打2落ちていた石とは違う。そのままプレー続行

別のボールをドロップした直後に初球が見つかつた
罰打 1初球を放棄し、前の位置に戻つて ドロップ

再 ドロップしたボールが止まらない

救済有 再 ドロップでボールが最初に地面に
落ちた箇所にプレースする

止まっていたボールが突風で動いた
罰打 0ボールが止まったところからプレー

ア ドレスをとったらボールが動いた
罰打 1ボールをリプレースしてプレーする

打つたボールが木に跳ね返り体に当たつてしまった
罰打 1ボールが止まつたところからプレー

打ったボールがキャディーに当たってしまつた
罰打 1ボールが止まったところからプレー

木の下にあるボールを手前にかき寄せた
罰打 2ボールが止まったところからプレー

2度打ちして しまつた

罰打 1そのままブレー続行

バンカー内の気になる枯れ葉を取 り除いた
罰打 2そのままプレー続行

ボールを ドロップしたら目玉になってしまった

救済無 そのままプレー続行

Q23 バンカーの土手のボールにア ドレスする際
ヘ ッドが砂に触れた

罰打0そ のままプレー続行

苦手なバンカーショットを回避する方法はある?
救済無 1打のペナルティを払いアンプレヤブル
の処置

バンカーが満水で ドロップするところがない

救済無 1ペナでバンカーヽ こドロップする

池ポチャしてしまつた

罰打 1黄杭の場合は、最後に横切つた地点とホール
の後方線上にドロップ

ホールと平行に流れる川にボールが入つてしまった

罰打 1赤杭の場合は、後方線上がないので

横切つたニアレス トポイン トに ドロップ

ここで使った本は、カラーで 1,000円 以下で書店に
売つているので、是非参考にしてください。

《スマイル報告≫

小山 宏之 君   志田ガバナーの素晴らしいお話をな

んとかクラブ会報にまとめてみました

不十分な点が多いと思いますが、お詫び
の意味を込めてスマイルしま九

古橋 剛俊 君   誕生日のお祝いありがとうございま

す。60代最後の誕生日です。

相原 雄治 君   誕生 日のお祝いありがとうございま

した。46才になり、無事 40代後半に

向けてスター トがきれそうで現 今後
ともよろしくお願い致します。

串山 正幸 君  「ホテルアソシア静岡」は昨日、開業
30周年の記念すべき日を迎えること
ができました。
これも皆様のお蔭と深く感謝申し上げ
ま丸 今後とも、従前と同様のご愛顧
をよろしくお願い申し上げま九
また、この度結婚記念のお祝いをいた
だけるようで、併せて感謝しスマイル

します。

川崎 依子 君   9月 17日 18時 48分、帝王切開にて
3人目の孫が生まれました。3340gのま
ん丸な女の子で九 娘 2人から今後出
産の予定がないと聞いていますので

あとlヶ 月半、最後のお世話を楽しみ
たいと思います。母子共に元気なこと

にオ茜射してスマイルしま九
杉田 至弘 君   米山梅吉秋季大祭に参加、日本のロー

タリー創始者米山翁のお墓に謹んでお

詣りして来ました 句碑には ヽ さヽ力ヽ ヽ

も無き満々の青田かな"とありました

改めて翁の誠実で温厚な人柄を偲びス

マイルしま丸

厚木県央RC   本日はメイクで大好きな静岡に伺い

石井 卓 君   ました。よろしくお願いします。

≪出席報告》

３

　
　
　
４

４

Ａ

　

　

Ｑ

Ａ

５

５

　
　
　
６

６

Ｑ

Ａ

　

Ｑ

Ａ

Ｑ

Ａ

０

０

Ｑ

Ａ

１

１

　

　

２

２

　

　

３

３

　

　

４

４

Ｑ

Ａ

　

Ｑ

Ａ

　

Ｑ

Ｑ

　

Ｑ

Ａ

Q15

A15

Q16
A16

Q17
A17

Q18
A18

Q19

A19

Q20
A20

Q21
A21

Q22
A22

会員数 出席 欠席 lヽU 完全欠席 確定出席率
9/19 56(55) 11

9/12 56(54) 9

56(55) 44 11 5 6 89 09%


