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会長卓話 

 

小宮山 大介 会長 

皆様こんにちは。今日の越谷は気温が 16 度まで

上がるそうです。昨日の大阪は 19 度だったそうです。

とても寒い日が数日間続きましたが、なんだか冬が終

わってしまった様な感じです。そして、先日の IM は

沢山のご参加ありがとうございました。 

 

23日には市内 3 ライオンズクラブの賀詞交歓会に

参加をさせて頂きましたが、60名ほどの参加者でちょ

っとびっくりしてしまいました。そのスピーチの中で各

会長さんたちが口にされていたのは、我々と同じ“会

員増強”です。まだまだ探せば見込者はいるのだと思

います。現状を深堀していくのも大事な事だとは思い

ます。ただ街や我々のような組織を継続発展させて

いくのは、新しい事業者を増やすことが最も大事な事

と感じます。例えば、皆様ご存知のアメリカカリフォル

ニアのシリコンバレー。 
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シリコンバレーの歴史は 1849年ころまで遡ります。

金脈を求めてこの地への大移動が始まりました。いわ

ゆる”ゴールドラッシュ”です。（ちなみにサンフランシ

スコに本拠を置くプロフットボールチームは 49ers。そ

してそのチアリーダーはゴールドラッシュです。）それ

に乗ってやってきたリーランド・スタンフォードさんが

後にスタンフォード大学を開学します。そして1930年

代にスタンフォードの学生であったヒューレットさんと

パッカードさんがヒューレットパッカード社をガレージ

で創業したそうです。そんな小さな芽が現在では

Apple、Google、Facebook、Yahoo、アドビやシスコ

などの大企業を有する全米を代表する街ができ上が

りました。 

 

我が街、越谷は幸いにも”谷“という字が付いていま

す。いわゆる”Valley“です。越えるは英語にあてはめ

ると”EXCEED”でしょうか？何かの産業に焦点を絞

って越谷 Exceed Valley 計画なんていかがでしょう

か！ロータリーの IM とライオンズの賀詞交歓会に参

加して思った今日の戯言でした。 

 

以上を本日の会長挨拶と致します。本日もご参加

ありがとうございます。 

 

 

副幹事報告 

 

関 雄二郎 副幹事 

皆様こんにちは。高島様ようこそ。本日もよろしくお

願いいたします。それでは幹事報告いたします。 

 

（地区より） 

・増強維持委員会様よりクラブパンフレット参加者へ

のお礼とエントリークラブに対して小林ガバナーより

参加賞として、香取神社のクラブ繁栄祈願のお守りを

いただきました。 

・RLI パートⅢの案内が来ております。日時は 3月 7

日（土）、午前 9 時から埼玉会館にて開催されますの

で、該当される方には是非、出席をお願いいたしま

す。 

・2020 年ハワイ国際大会、地区ガバナーナイトの案

内が来ております。ガバナーナイトに参加される方の

登録、及び登録料の振り込みをクラブでまとめていた

だき、1月 31日までにお願いいたします。 

・災害寄付金のお礼の報告がありました。 

 

（クラブより） 

・越谷 RC より、例会プログラムがきております。例会

場に掲示しておきますのでご確認ください。 

・本日事務局杉山さん、伊丹さんの給与をお支払い

いたしました。 

・米山記念奨学生寄付金の領収書をメールボックス

に入れてあります。ご確認ください。 

・小宮山年度も折り返しにはいりました。まだ半年の

事業が残っておりますので、各委員長様には委員会

の開催をお願いいたします。後半の半年の事業の打

ち合わせ及び懇親を深めていただき、多くの会員の

皆様の例会への出席をお願いしたいと思います。お

声をかけていただきますように、よろしくお願い申し上

げます。 

 

以上副幹事報告でした。 
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表彰 

 

（財団 ポール・ハリスフェロー受章） 

松井 昭夫 会員 ・ 松﨑 義一 会員 

関森 初義 会員 ・ 青木 清 会員 

 

委員会報告 

会計 髙 瑠美子 委員長 

会計からご報告致します。四半期分の会計報告書

が掲示板にありますのでご覧になってください。 

 

プログラム委員会 松﨑 義一 委員長 

4月 1日外部卓話でお呼びしているお客様から書

籍を預かっています。事務局に置いておきますので、

是非とも読んでいただきたく思います。 

 

卓話 

 

日本女子プロゴルフ協会 

ツアープロフェッショナル会員 81期生 高島 幸 様 

高島幸様には、私の履歴書というテーマで卓話を

頂きました。 

■プロフィール 

高島 幸（たかしま みゆき） 

1981年 9月 30日 38歳  B型 

埼玉県浦和市生まれ 

埼玉県越谷市育ち 

日本女子プロゴルフ協会 

ツアープロフェッショナル会員  81期生 

 

■ゴルフの履歴書 

ゴルフは、8歳の時に父親と一緒にはじめる。 

9歳で週間パーゴルフの「千葉晃・ジュニアゴルフレッ

スン」に掲載される。 

小学校・高校は、公立の学校に通いながら基礎体

力をつける為、陸上部に入部。横尾要プロや池田勇

太プロとともに、千葉晃プロのもと、北谷津ゴルフガー

デンにて練習に励む。 

高校は、ゴルフの名門「埼玉栄高等学校」に入学、

ゴルフ部に入部。 

大学は、ゴルフ推薦で「法政大学・経営学部・経営

学科」に入学。学生ゴルファーとして試合に出場しな

がらアマチュアゴルファーとしても活動。 

大学卒業後、埼玉県で開催された国民体育大会

のゴルフ競技に出場。 

翌年、23歳でアマチュア資格を放棄、LPGAプロ

テストに挑戦。最終日崩れ、不合格となるその後 2年

間、ゴルフ競技から遠ざかり 26歳に再びプロテストに

挑戦。12位タイで合格。森田理香子プロ、菊池絵理

香プロ、木戸愛プロなどと共に日本女子プロゴルフ協

会に入会する。 

ツアープロに合格後は、ステップアップツアーを中

心に試合に出場。成績が思うようにあがらず、怪我と

スランプに悩まされ、プロになり 5年目で現役から退

く。 

33歳、結婚・出産。専業主婦となり、ゴルフから離

れた生活をおくる。 

現在38歳。ふたたび、ゴルフ再開。ツアープレイヤ
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ーとしてではなく、イベントやプロアマトーナメントを企

画・運営・自らも出演し、心理カウンセラーの勉強をし

ながら、物理的・心理的ラウンドレッスンを行なってい

る。 

 

 

松井会員がゴルフについてメンタル面での対策と

スイングに関する質問を行いました。 

 

 プロゴルファーのシビアな現実に、衝撃を受けてい

ます。 

 

高島様、ありがとうございました。 

 

 

   

・高島様、本日は卓話よろしくお願い致します。先日

の IMはお疲れ様でした。 

小宮山大介 

・高島さん、本日卓話楽しみです。前回欠席で申し訳

ありません。 

青木清 

・2018年ミス慶応でしたが、2020年ミス日本になりま

した。名前は小田安珠（あんじゅ）です。 

木村二夫 

・女子プロゴルファー高島様、ようこそ！本日の卓話

楽しみにしています。 

松﨑義一 関森初義 大熊正行 

宮﨑敏博 須賀篤史 伊藤純 

今井英治 

・本日も宜しくお願い致します。 

佐藤要 

・誕生日祝いありがとうございます。 

会田謙二 

・結婚祝いありがとうございます。 

江口公晴 

 

 

 

 

出席報告 

会員数           46名 

出席免除者欠席      3名 

出席者           31名 

欠席者           15名 

出席率         72.0 % 

 


