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本日　３月８日㈬ 12：30  ザ クラウンパレス新阪急高知
　　　ゲストスピーチ
　　　 「高知市水道事業の災害対策について」

高知市上下水道局長 澤村　素志 氏
高知市上下水道局水道整備課長 中田　智久 氏

次週　３月15日㈬

　　　 　ロ　ー　タ　リ　ー　休　日

第2567回　例会報告／令和５年２月22日　天候　晴
◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
４月６日㈭に開催される、
８ＲＣ合同夜間例会の案
内が届いています。高知
中央ＲＣがお世話クラブ
で、内容はネクシィーズ

グループの近藤社長の特別講演が約１時間、
その後、懇親会というスケージュールです。
合夜間例会は総じて、余興などが中心に企画
されることが多いのですが今回は珍しい企画
です。ネクシィーズグループの社長は大阪出
身で、苦労されて現在、東京のプライム上場
まで会社を発展された方のようでこの方の貴
重な話が聞けるのが楽しみです。
　さて、私事の古い話で恐縮ですが、思いだ
せば2010年当時、次期松野会長から副幹事の
指名をいただき、この度中西さんがされたよ
うにＩ.Ｍ.に備えて、ロータリーの勉強をに
わかに始めました。そこで、源流の会代表の
田中　毅さん（日本のロータリー100年記念
で貢献をした100人に現役で選任された）が
WEB上で書かれているものの中に、合同夜
間例会のことについて記述されている箇所が
ありました。その当時の私は正直言って生意
気にも合同夜間例会では何故余興がらみの宴
会ばかりするのだろうかと批判的に思ってい
ました。それで、田中さんの記述ですが、合

同例会はせっかく１年に１回、各クラブの会
員が集まるのだから互いにロータリーの勉強
をしてからのちに懇親を温める場であるべき
であるとありましたので、私は我が意を得た
りと思ったのです。その時に、翌年自分が幹
事をするときには、合同夜間例会の前半は是
非田中さんに講演をしてもらいたいと思いま
したので、松野さんに了承してもらったのち、
善は急げとばかり源流の会に登録を申込み、
２か月後に開催された兵庫県の尼崎で開かれ
た勉強会に参加し、田中先生に無謀にも直談
判しました。思いを込めてぜひ来ていただき
たいとお願いすると、なんと即答でオーケー
してくださいました。それから高知に帰って
合同夜間例会の開催準備に取りかかりました。
おかげ様で例年以上の参加人数が集まってい
たところ、なんと運悪く田中さんが病気で倒
れられたのです。田中さんから電話連絡があ
ったあと、落胆しましたが、いまさら中止す
るわけにはいきませんでしたので、急遽当ク
ラブの安藝眞一会員に事情を話し代役をお願
いしたところ快く引き受けていただき、安藝
さん流の楽しい話で急場をしのいで下さった
ことは大変有難く思い出します。
　また、田中さんにおかれては、お話する予
定だった「職業奉仕の理念と原点」という話
の内容のＣＤを参加者人数分作成し送ってく
ださいました。またそれに添えて用意してい
た田中毅さんの著書「シェルドンの森」を皆
様にお配りしたことでした。

the ROTARY CLUB of KOCHI EAST

　そういう顚末を思い出すにつれ、今回の中
央ＲＣの方々がこのような企画をされたこと
に感謝し期待いたします。
　今回の合同夜会例会には積極的な参加をお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　書き損じはがきの寄付について、１万3,874
円を事務局に送金したことをご報告します。
ご協力ありがとうございました。
◇長期交換運営委員会より
　長期交換運営委員会は２カ月に１回、開か
れています。そのご報告です。
•今期に実施される交換については、順調に
進んでいます。派遣学生の申請書は完成し、
受入学生は名前程度しか分かっていません。

•東クラブが受け入れを行うのは、2024年12
月から2025年２月です。関心のある方は、
ご家族で協議をしていただけたらありがた
いです。
•今期はカウンセラーの仕事が大変だという
ことを中心に議論が進み、副カウンセラー
を２名体制にしてはどうか。１人はカウン
セラーの苦手なところをカバーし、話しや
すい人になってもらう。もう１人は、次期
カウンセラーに１年間、見学する意味で
なってもらう。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内をいたしましたが、奮って
ご参加ください。
・本日例会終了後、役員会を行います。

　３月９日から「明治安田生命レディス」が
始まります。土佐カンでの女子プロのトーナ
メントは、2008年から「プロギアレディス」
として始まっています。2020年から明治安田
生命が特別協賛として加わり、名称が「明治
安田生命レディス」に変わってから今年で４
年目です。ただ、2020年は皆さんご存知のと
おり、コロナで中止。翌年2021年も無観客、
昨年は上限1,200人という制限付きで開催。
今回も、当初は上限1,500人となっていまし
たが、コロナの制約の緩和等々で、上限なし
で開催。一般の入場券も今年はローソン、
ファミリーマート、セブンイレブン、土佐カ
ンのフロント、窓口等でも販売しています。
今回は初めて普通のスタイルで開かれること
になりました。
　大会は３月９日から12日までの４日間。ち
ょうどＷＢＣの日本開幕と重なりますのでテ
レビ等の視聴率を心配していますが、野球と
ゴルフの人気層、ファンも違うのでさほど影

響はないだろうと思っています。賞金総額も
１億円に増え、優勝賞金も1,440万から1,800
万と大きくなっていますが、スタンドの設営、
プロ・アマ戦の運営、ボランティア等の弁当、
日当まで含めると賞金総額の４、５倍程度が
必要です。１社単独開催は一部上場企業でも
厳しいこともあって、２社での共催というか
特別協賛が入るパターンが通常になってきて
います。
　今年、３月から11月のシーズン中に女子の
トーナメントは38試合あります。空くのは７
月の１週間だけですから、全試合出る選手は、
年間１週間しか休みがないというハードなス
ケジュールです。試合期間も、LPGAの方針
で今まで３日間だったものが今年から４日間
になっています。３日間大会では海外では戦
えない。メジャーの大会は全て４日間ですか
ら４日間大会にしていこうということで、38
試合のうち19試合が４日間大会になっていま
す。

　さらに賞金総額も史上最高になっており、
約45億円、前年より5,000万円ほど増えてい
ます。ちなみに男子は、26試合、賞金総額は
33億円ですので、女子の方が試合数も多けれ
ば賞金総額も大きいということになります。
去年の賞金女王は、大阪出身の美夢有選手で
２億3,500万。１億円以上は７位の小岩井さ
くらの１億800万まで。男子は１億以上は２
人。女子プロのこれまで最高は稲見萌寧の２
億5,500万です。女子の賞金総額は年々高く
なっていて、30年前を調べると1992年の賞金
女王は塩谷育代で5,780万ですので、現在は
４倍ぐらいになっています。また、1970年代、
今の名誉会長の樋口久子さん、大迫たつ子さ
んの頃は年間賞金総額が1,200～1,800万ぐら
いでした。女子ゴルフの試合は人気があり、
トーナメントの協賛等で一つの企業が撤退し
ても、すぐ後が埋まります。予約待ち、キャ
ンセル待ちがかなりの数が控えています。
　このように、女子プロの人気が徐々に上が
ってきて、お金も稼げるものですから、女子
プロになりたいという方が年々増えています。
高知県でもかなりいます。年に１回しかテス
トはありませんがテストを受けるのは600人
余り。そのうちプロになれるのは20人。わず
か３％ですから司法試験を受けるよりも難し
いと言われています。テストは１次テスト・
３日間、２次テスト・４日間、最終テスト・
４日間と３回で11日間。会場もそれぞれ違い
ます。例えば高知からだと、近畿・関西・中
国地方で初戦。次は東日本、最終戦は東西で
交互にしていますので九州などにも行きます。
テストを受けるだけで200万程度の費用が必
要です。
　何とかプロの試合に出たいという人たちの
ために、今回の明治安田レディスもアマチュ
アに門戸を開いており、アマチュアチャレン
ジというのをやっています。２月の予選にエ

ントリーしたのが90人。エントリー資格はハ
ンディが５以下。今までは高校生が多かった
のですが、今回は一般、女子大生と年齢層が
上がっています。要するに、プロに通らない
からアマチュアチャレンジで通って、トーナ
メントに出て優勝すればプロの道が開けます。
しかし、やはり競争は激しくて90人のエント
リーのうち通ったのは２人。優勝したのは山
下アミさんで、桂浜コースを31、５アンダー
で回っています。これはすごいです。プロで
もなかなか難しいと思います。
　女性プロは後から後から若い選手が出てき
ますので、ベテラン選手が追い出される格好
にもなっています。今回もシード選手50人の
うち初シードが11人、復帰した選手が６人、
一段と世代交替が進む流れになっています。
また、岩井明愛と千怜姉妹が姉妹として初め
てJLPGAの同一年のシード権獲得選手とな
りますし、シードは取れなかったけれども、
来年の試合にできる予選・ＱＴも１次から３
次予選まであって、その中ではベテラン勢の
３人が上位でパスしています。
　今回の明治安田レディスのみどころは、黄
金世代vsプラチナ世代vs18～20の新世代vsベ
テラン勢となっていますが、黄金世代とプラ
チナ世代の間に、まだ狭間世代という1999年
生まれの有力選手がいます。そういった選手
を含めて、今年は誰が優勝争いをするのかと
いうことです。パーオン率、バーディ数、平
均パット、いろいろ指標はありますが、一番
重要なのはパットだと言われています。特に
土佐カンの場合はパットで決まります。パッ
ト数でいうと勝みなみ、鈴木愛、吉田優利、
バーディ数でいうと吉田優利、稲見萌寧、勝
みなみとなります。トータル的には吉田優利、
穴として土佐カンと相性のいい鈴木愛、この
辺が出てくる可能性があります。

•浦田健治　土佐カントリーの崎山社長に卓
話にお出ましいただきました。面白いお話あ
りがとうございました。

で、手ぶらで寂しく帰りました。
•早瀬源慶　右目に次いで２月２日、左目の
抜糸で眼瞼下垂症の手術は終わり、左目はま
だ少し腫れが残っているので目つきが悪い。
そのうち良くなるでしょう。前会長・中平さ
ん、会計・前田さんにはご迷惑をおかけしま
した。長い欠席お詫びします。
•福岡満喜子　広瀬さん、龍馬マラソン３時
間台でゴールおめでとうございます。
•今西　博　崎山社長、明治安田生命レディ
スのお話ありがとうございます。楽しみにし
ています。
•武吉佳月　先日のホタル会ゴルフ優勝しま
した。ご一緒させていただいた関さん、浦田
さん、松﨑範子さん、ありがとうございまし
た。副賞に浦田会長より日本酒をいただきま

•鬼田知明　崎山さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。片岡さん、
本日はピンチヒッターでのお手伝いありがと
うございました。
•𠮷永光男　先週ゴルフホタル会。スコアは
「ダイハード」でさっぱりだめ。賞品もなし

した。感謝のニコニコです。
•島村信一　先日開催されましたＩ.Ｍ.のコ
ンペで63名中62位という輝かしい成績により
表彰されましたのでニコニコへ。
•森田倫光　先日のコンペで15位入賞、ニア
ピン賞を頂きました。ありがとうございます。
追伸・２月26日日曜に当社にて仕立会を開催
します。ぜひ遊びに来てください。…とさり
げなくＰＲします。
•鬼頭直也　家族記念日のお品ありがとうご
ざいました。９回目の結婚記念日でした。昨
年はすっかり忘れていて怒られたので、今年
は気を引き締めて迎えることができました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名
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「2023明治安田生命
　　　　レディスの見どころ」
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ます。ちなみに男子は、26試合、賞金総額は
33億円ですので、女子の方が試合数も多けれ
ば賞金総額も大きいということになります。
去年の賞金女王は、大阪出身の美夢有選手で
２億3,500万。１億円以上は７位の小岩井さ
くらの１億800万まで。男子は１億以上は２
人。女子プロのこれまで最高は稲見萌寧の２
億5,500万です。女子の賞金総額は年々高く
なっていて、30年前を調べると1992年の賞金
女王は塩谷育代で5,780万ですので、現在は
４倍ぐらいになっています。また、1970年代、
今の名誉会長の樋口久子さん、大迫たつ子さ
んの頃は年間賞金総額が1,200～1,800万ぐら
いでした。女子ゴルフの試合は人気があり、
トーナメントの協賛等で一つの企業が撤退し
ても、すぐ後が埋まります。予約待ち、キャ
ンセル待ちがかなりの数が控えています。
　このように、女子プロの人気が徐々に上が
ってきて、お金も稼げるものですから、女子
プロになりたいという方が年々増えています。
高知県でもかなりいます。年に１回しかテス
トはありませんがテストを受けるのは600人
余り。そのうちプロになれるのは20人。わず
か３％ですから司法試験を受けるよりも難し
いと言われています。テストは１次テスト・
３日間、２次テスト・４日間、最終テスト・
４日間と３回で11日間。会場もそれぞれ違い
ます。例えば高知からだと、近畿・関西・中
国地方で初戦。次は東日本、最終戦は東西で
交互にしていますので九州などにも行きます。
テストを受けるだけで200万程度の費用が必
要です。
　何とかプロの試合に出たいという人たちの
ために、今回の明治安田レディスもアマチュ
アに門戸を開いており、アマチュアチャレン
ジというのをやっています。２月の予選にエ

ントリーしたのが90人。エントリー資格はハ
ンディが５以下。今までは高校生が多かった
のですが、今回は一般、女子大生と年齢層が
上がっています。要するに、プロに通らない
からアマチュアチャレンジで通って、トーナ
メントに出て優勝すればプロの道が開けます。
しかし、やはり競争は激しくて90人のエント
リーのうち通ったのは２人。優勝したのは山
下アミさんで、桂浜コースを31、５アンダー
で回っています。これはすごいです。プロで
もなかなか難しいと思います。
　女性プロは後から後から若い選手が出てき
ますので、ベテラン選手が追い出される格好
にもなっています。今回もシード選手50人の
うち初シードが11人、復帰した選手が６人、
一段と世代交替が進む流れになっています。
また、岩井明愛と千怜姉妹が姉妹として初め
てJLPGAの同一年のシード権獲得選手とな
りますし、シードは取れなかったけれども、
来年の試合にできる予選・ＱＴも１次から３
次予選まであって、その中ではベテラン勢の
３人が上位でパスしています。
　今回の明治安田レディスのみどころは、黄
金世代vsプラチナ世代vs18～20の新世代vsベ
テラン勢となっていますが、黄金世代とプラ
チナ世代の間に、まだ狭間世代という1999年
生まれの有力選手がいます。そういった選手
を含めて、今年は誰が優勝争いをするのかと
いうことです。パーオン率、バーディ数、平
均パット、いろいろ指標はありますが、一番
重要なのはパットだと言われています。特に
土佐カンの場合はパットで決まります。パッ
ト数でいうと勝みなみ、鈴木愛、吉田優利、
バーディ数でいうと吉田優利、稲見萌寧、勝
みなみとなります。トータル的には吉田優利、
穴として土佐カンと相性のいい鈴木愛、この
辺が出てくる可能性があります。

•浦田健治　土佐カントリーの崎山社長に卓
話にお出ましいただきました。面白いお話あ
りがとうございました。

で、手ぶらで寂しく帰りました。
•早瀬源慶　右目に次いで２月２日、左目の
抜糸で眼瞼下垂症の手術は終わり、左目はま
だ少し腫れが残っているので目つきが悪い。
そのうち良くなるでしょう。前会長・中平さ
ん、会計・前田さんにはご迷惑をおかけしま
した。長い欠席お詫びします。
•福岡満喜子　広瀬さん、龍馬マラソン３時
間台でゴールおめでとうございます。
•今西　博　崎山社長、明治安田生命レディ
スのお話ありがとうございます。楽しみにし
ています。
•武吉佳月　先日のホタル会ゴルフ優勝しま
した。ご一緒させていただいた関さん、浦田
さん、松﨑範子さん、ありがとうございまし
た。副賞に浦田会長より日本酒をいただきま

•鬼田知明　崎山さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。片岡さん、
本日はピンチヒッターでのお手伝いありがと
うございました。
•𠮷永光男　先週ゴルフホタル会。スコアは
「ダイハード」でさっぱりだめ。賞品もなし

した。感謝のニコニコです。
•島村信一　先日開催されましたＩ.Ｍ.のコ
ンペで63名中62位という輝かしい成績により
表彰されましたのでニコニコへ。
•森田倫光　先日のコンペで15位入賞、ニア
ピン賞を頂きました。ありがとうございます。
追伸・２月26日日曜に当社にて仕立会を開催
します。ぜひ遊びに来てください。…とさり
げなくＰＲします。
•鬼頭直也　家族記念日のお品ありがとうご
ざいました。９回目の結婚記念日でした。昨
年はすっかり忘れていて怒られたので、今年
は気を引き締めて迎えることができました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名



◇ロータリーソング
  「我らの生業」
◇会　長　挨　拶

　皆さん、こんにちは。
４月６日㈭に開催される、
８ＲＣ合同夜間例会の案
内が届いています。高知
中央ＲＣがお世話クラブ
で、内容はネクシィーズ

グループの近藤社長の特別講演が約１時間、
その後、懇親会というスケージュールです。
合夜間例会は総じて、余興などが中心に企画
されることが多いのですが今回は珍しい企画
です。ネクシィーズグループの社長は大阪出
身で、苦労されて現在、東京のプライム上場
まで会社を発展された方のようでこの方の貴
重な話が聞けるのが楽しみです。
　さて、私事の古い話で恐縮ですが、思いだ
せば2010年当時、次期松野会長から副幹事の
指名をいただき、この度中西さんがされたよ
うにＩ.Ｍ.に備えて、ロータリーの勉強をに
わかに始めました。そこで、源流の会代表の
田中　毅さん（日本のロータリー100年記念
で貢献をした100人に現役で選任された）が
WEB上で書かれているものの中に、合同夜
間例会のことについて記述されている箇所が
ありました。その当時の私は正直言って生意
気にも合同夜間例会では何故余興がらみの宴
会ばかりするのだろうかと批判的に思ってい
ました。それで、田中さんの記述ですが、合

同例会はせっかく１年に１回、各クラブの会
員が集まるのだから互いにロータリーの勉強
をしてからのちに懇親を温める場であるべき
であるとありましたので、私は我が意を得た
りと思ったのです。その時に、翌年自分が幹
事をするときには、合同夜間例会の前半は是
非田中さんに講演をしてもらいたいと思いま
したので、松野さんに了承してもらったのち、
善は急げとばかり源流の会に登録を申込み、
２か月後に開催された兵庫県の尼崎で開かれ
た勉強会に参加し、田中先生に無謀にも直談
判しました。思いを込めてぜひ来ていただき
たいとお願いすると、なんと即答でオーケー
してくださいました。それから高知に帰って
合同夜間例会の開催準備に取りかかりました。
おかげ様で例年以上の参加人数が集まってい
たところ、なんと運悪く田中さんが病気で倒
れられたのです。田中さんから電話連絡があ
ったあと、落胆しましたが、いまさら中止す
るわけにはいきませんでしたので、急遽当ク
ラブの安藝眞一会員に事情を話し代役をお願
いしたところ快く引き受けていただき、安藝
さん流の楽しい話で急場をしのいで下さった
ことは大変有難く思い出します。
　また、田中さんにおかれては、お話する予
定だった「職業奉仕の理念と原点」という話
の内容のＣＤを参加者人数分作成し送ってく
ださいました。またそれに添えて用意してい
た田中毅さんの著書「シェルドンの森」を皆
様にお配りしたことでした。
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　そういう顚末を思い出すにつれ、今回の中
央ＲＣの方々がこのような企画をされたこと
に感謝し期待いたします。
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　長期交換運営委員会は２カ月に１回、開か
れています。そのご報告です。
•今期に実施される交換については、順調に
進んでいます。派遣学生の申請書は完成し、
受入学生は名前程度しか分かっていません。
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ご家族で協議をしていただけたらありがた
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うにＩ.Ｍ.に備えて、ロータリーの勉強をに
わかに始めました。そこで、源流の会代表の
田中　毅さん（日本のロータリー100年記念
で貢献をした100人に現役で選任された）が
WEB上で書かれているものの中に、合同夜
間例会のことについて記述されている箇所が
ありました。その当時の私は正直言って生意
気にも合同夜間例会では何故余興がらみの宴
会ばかりするのだろうかと批判的に思ってい
ました。それで、田中さんの記述ですが、合

同例会はせっかく１年に１回、各クラブの会
員が集まるのだから互いにロータリーの勉強
をしてからのちに懇親を温める場であるべき
であるとありましたので、私は我が意を得た
りと思ったのです。その時に、翌年自分が幹
事をするときには、合同夜間例会の前半は是
非田中さんに講演をしてもらいたいと思いま
したので、松野さんに了承してもらったのち、
善は急げとばかり源流の会に登録を申込み、
２か月後に開催された兵庫県の尼崎で開かれ
た勉強会に参加し、田中先生に無謀にも直談
判しました。思いを込めてぜひ来ていただき
たいとお願いすると、なんと即答でオーケー
してくださいました。それから高知に帰って
合同夜間例会の開催準備に取りかかりました。
おかげ様で例年以上の参加人数が集まってい
たところ、なんと運悪く田中さんが病気で倒
れられたのです。田中さんから電話連絡があ
ったあと、落胆しましたが、いまさら中止す
るわけにはいきませんでしたので、急遽当ク
ラブの安藝眞一会員に事情を話し代役をお願
いしたところ快く引き受けていただき、安藝
さん流の楽しい話で急場をしのいで下さった
ことは大変有難く思い出します。
　また、田中さんにおかれては、お話する予
定だった「職業奉仕の理念と原点」という話
の内容のＣＤを参加者人数分作成し送ってく
ださいました。またそれに添えて用意してい
た田中毅さんの著書「シェルドンの森」を皆
様にお配りしたことでした。

●会長／浦田健治　●幹事／鬼田知明　●雑誌会報委員／森田倫光・松本隆之・土居祐三
●例会日／毎週水曜日12：30PM～1：30PM　●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知　（088）873－1111
●事務所／高知新聞放送会館６階　〒780－8572　高知市本町3－2－15　　　　直通（088）824－8660

　ホームページアドレス（PC・携帯共通）http://www.kochi-east-rc.com　メールアドレス　事務局／hcrc@coffee.ocn.ne.jp　広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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● ニコニコ箱 ●

先週まで
ニコニコ
1,052,006円
29,300円

1,081,306円

7,817円
0円

7,817円

1,059,823円
29,300円

1,089,123円

チビニコ 合　計

２月22日
今期の累計

■高知東ＲＣ当面の日程
・情報集会
　３月14日㈫～16日㈭　18：30～（得月樓）
３月15日㈬　ロータリー休日
３月29日㈬　役員会
４月５日㈬　例会変更
　　　　　　６日㈭　８ＲＣ合同夜間例会
　　　　　　　　　　（高知中央ＲＣ・城西館）
４月12日㈬　定例理事会

４月19日㈬　第５回クラブ協議会（次年度）
　　　　　　　　　　　　　　　（得月樓）
４月26日㈬　役員会
５月３日㈬　休会（国民の祝日）
５月10日㈬　定例理事会
　　　　　　第６回クラブ協議会・現新合同
　　　　　　　　　  （ザ クラウンパレス）
５月17日㈬　ロータリー休日
５月24日㈬　役員会
５月31日㈬　ロータリー休日

　そういう顚末を思い出すにつれ、今回の中
央ＲＣの方々がこのような企画をされたこと
に感謝し期待いたします。
　今回の合同夜会例会には積極的な参加をお
願いします。
◇国際奉仕委員会より
　書き損じはがきの寄付について、１万3,874
円を事務局に送金したことをご報告します。
ご協力ありがとうございました。
◇長期交換運営委員会より
　長期交換運営委員会は２カ月に１回、開か
れています。そのご報告です。
•今期に実施される交換については、順調に
進んでいます。派遣学生の申請書は完成し、
受入学生は名前程度しか分かっていません。

•東クラブが受け入れを行うのは、2024年12
月から2025年２月です。関心のある方は、
ご家族で協議をしていただけたらありがた
いです。
•今期はカウンセラーの仕事が大変だという
ことを中心に議論が進み、副カウンセラー
を２名体制にしてはどうか。１人はカウン
セラーの苦手なところをカバーし、話しや
すい人になってもらう。もう１人は、次期
カウンセラーに１年間、見学する意味で
なってもらう。
◇幹　事　報　告
・情報集会の案内をいたしましたが、奮って
ご参加ください。
・本日例会終了後、役員会を行います。

● 出席率報告 ●

２月22日
２月８日

総数
－7 54
－9 54

出席
37
28

欠席
2
0

メイク
アップ HC出席率

68.52％
51.85％

出席率
82.98％
100％

8
17

　３月９日から「明治安田生命レディス」が
始まります。土佐カンでの女子プロのトーナ
メントは、2008年から「プロギアレディス」
として始まっています。2020年から明治安田
生命が特別協賛として加わり、名称が「明治
安田生命レディス」に変わってから今年で４
年目です。ただ、2020年は皆さんご存知のと
おり、コロナで中止。翌年2021年も無観客、
昨年は上限1,200人という制限付きで開催。
今回も、当初は上限1,500人となっていまし
たが、コロナの制約の緩和等々で、上限なし
で開催。一般の入場券も今年はローソン、
ファミリーマート、セブンイレブン、土佐カ
ンのフロント、窓口等でも販売しています。
今回は初めて普通のスタイルで開かれること
になりました。
　大会は３月９日から12日までの４日間。ち
ょうどＷＢＣの日本開幕と重なりますのでテ
レビ等の視聴率を心配していますが、野球と
ゴルフの人気層、ファンも違うのでさほど影

響はないだろうと思っています。賞金総額も
１億円に増え、優勝賞金も1,440万から1,800
万と大きくなっていますが、スタンドの設営、
プロ・アマ戦の運営、ボランティア等の弁当、
日当まで含めると賞金総額の４、５倍程度が
必要です。１社単独開催は一部上場企業でも
厳しいこともあって、２社での共催というか
特別協賛が入るパターンが通常になってきて
います。
　今年、３月から11月のシーズン中に女子の
トーナメントは38試合あります。空くのは７
月の１週間だけですから、全試合出る選手は、
年間１週間しか休みがないというハードなス
ケジュールです。試合期間も、LPGAの方針
で今まで３日間だったものが今年から４日間
になっています。３日間大会では海外では戦
えない。メジャーの大会は全て４日間ですか
ら４日間大会にしていこうということで、38
試合のうち19試合が４日間大会になっていま
す。

　さらに賞金総額も史上最高になっており、
約45億円、前年より5,000万円ほど増えてい
ます。ちなみに男子は、26試合、賞金総額は
33億円ですので、女子の方が試合数も多けれ
ば賞金総額も大きいということになります。
去年の賞金女王は、大阪出身の美夢有選手で
２億3,500万。１億円以上は７位の小岩井さ
くらの１億800万まで。男子は１億以上は２
人。女子プロのこれまで最高は稲見萌寧の２
億5,500万です。女子の賞金総額は年々高く
なっていて、30年前を調べると1992年の賞金
女王は塩谷育代で5,780万ですので、現在は
４倍ぐらいになっています。また、1970年代、
今の名誉会長の樋口久子さん、大迫たつ子さ
んの頃は年間賞金総額が1,200～1,800万ぐら
いでした。女子ゴルフの試合は人気があり、
トーナメントの協賛等で一つの企業が撤退し
ても、すぐ後が埋まります。予約待ち、キャ
ンセル待ちがかなりの数が控えています。
　このように、女子プロの人気が徐々に上が
ってきて、お金も稼げるものですから、女子
プロになりたいという方が年々増えています。
高知県でもかなりいます。年に１回しかテス
トはありませんがテストを受けるのは600人
余り。そのうちプロになれるのは20人。わず
か３％ですから司法試験を受けるよりも難し
いと言われています。テストは１次テスト・
３日間、２次テスト・４日間、最終テスト・
４日間と３回で11日間。会場もそれぞれ違い
ます。例えば高知からだと、近畿・関西・中
国地方で初戦。次は東日本、最終戦は東西で
交互にしていますので九州などにも行きます。
テストを受けるだけで200万程度の費用が必
要です。
　何とかプロの試合に出たいという人たちの
ために、今回の明治安田レディスもアマチュ
アに門戸を開いており、アマチュアチャレン
ジというのをやっています。２月の予選にエ

ントリーしたのが90人。エントリー資格はハ
ンディが５以下。今までは高校生が多かった
のですが、今回は一般、女子大生と年齢層が
上がっています。要するに、プロに通らない
からアマチュアチャレンジで通って、トーナ
メントに出て優勝すればプロの道が開けます。
しかし、やはり競争は激しくて90人のエント
リーのうち通ったのは２人。優勝したのは山
下アミさんで、桂浜コースを31、５アンダー
で回っています。これはすごいです。プロで
もなかなか難しいと思います。
　女性プロは後から後から若い選手が出てき
ますので、ベテラン選手が追い出される格好
にもなっています。今回もシード選手50人の
うち初シードが11人、復帰した選手が６人、
一段と世代交替が進む流れになっています。
また、岩井明愛と千怜姉妹が姉妹として初め
てJLPGAの同一年のシード権獲得選手とな
りますし、シードは取れなかったけれども、
来年の試合にできる予選・ＱＴも１次から３
次予選まであって、その中ではベテラン勢の
３人が上位でパスしています。
　今回の明治安田レディスのみどころは、黄
金世代vsプラチナ世代vs18～20の新世代vsベ
テラン勢となっていますが、黄金世代とプラ
チナ世代の間に、まだ狭間世代という1999年
生まれの有力選手がいます。そういった選手
を含めて、今年は誰が優勝争いをするのかと
いうことです。パーオン率、バーディ数、平
均パット、いろいろ指標はありますが、一番
重要なのはパットだと言われています。特に
土佐カンの場合はパットで決まります。パッ
ト数でいうと勝みなみ、鈴木愛、吉田優利、
バーディ数でいうと吉田優利、稲見萌寧、勝
みなみとなります。トータル的には吉田優利、
穴として土佐カンと相性のいい鈴木愛、この
辺が出てくる可能性があります。

•浦田健治　土佐カントリーの崎山社長に卓
話にお出ましいただきました。面白いお話あ
りがとうございました。

で、手ぶらで寂しく帰りました。
•早瀬源慶　右目に次いで２月２日、左目の
抜糸で眼瞼下垂症の手術は終わり、左目はま
だ少し腫れが残っているので目つきが悪い。
そのうち良くなるでしょう。前会長・中平さ
ん、会計・前田さんにはご迷惑をおかけしま
した。長い欠席お詫びします。
•福岡満喜子　広瀬さん、龍馬マラソン３時
間台でゴールおめでとうございます。
•今西　博　崎山社長、明治安田生命レディ
スのお話ありがとうございます。楽しみにし
ています。
•武吉佳月　先日のホタル会ゴルフ優勝しま
した。ご一緒させていただいた関さん、浦田
さん、松﨑範子さん、ありがとうございまし
た。副賞に浦田会長より日本酒をいただきま

•鬼田知明　崎山さん、本日は卓話いただき
ましてありがとうございました。片岡さん、
本日はピンチヒッターでのお手伝いありがと
うございました。
•𠮷永光男　先週ゴルフホタル会。スコアは
「ダイハード」でさっぱりだめ。賞品もなし

した。感謝のニコニコです。
•島村信一　先日開催されましたＩ.Ｍ.のコ
ンペで63名中62位という輝かしい成績により
表彰されましたのでニコニコへ。
•森田倫光　先日のコンペで15位入賞、ニア
ピン賞を頂きました。ありがとうございます。
追伸・２月26日日曜に当社にて仕立会を開催
します。ぜひ遊びに来てください。…とさり
げなくＰＲします。
•鬼頭直也　家族記念日のお品ありがとうご
ざいました。９回目の結婚記念日でした。昨
年はすっかり忘れていて怒られたので、今年
は気を引き締めて迎えることができました。
•ザ クラウンパレス新阪急高知　サロンイース
トの売上です。いつもありがとうございます。
◇遅刻・早退　２名


	週報2521-1
	週報2521-2
	週報2521-3
	週報2521-4

