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●司会……廣瀬ＳＡＡ  

●点鐘……山口幸太会長 

●ロータリーソング   瀧上ソングリーダー 

「奉仕の理想」 

○本日のメニュー   洋食 
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山口幸太会長 

世界初のコンピュータウイルスはどんなもの？ 

皆さんのパソコンはウイルスに感染したことは 

ありますか？ 

コンピュータウイルスに感染してしまうと個人

情報が盗まれたり、または最悪の場合はパソコン

を再セットアップしなければいけなくなるなど、

大変な目にあいますよね。 

そんなコンピュータウイルスはいつ頃に生まれ

たものなのかというと、実は1986年には既に世界

初のコンピュータウイルスが誕生していたので

す。このコンピュータウイルスを作成したのはパ

キスタン人のアルビ兄弟であり、「Brain」という

名前で知られており、その感染規模はなんと10万

件以上にもなったそうです。 

普通のコンピュータウイルスは悪意を持った人

間によって作られたものとなりますが、「Brain」

についてはむしろ悪意を持った人間を懲らしめ

るために作られたものです。 

当時のソフトはフロッピーディスクへと不正コ

ピーされてしまい、それを販売するといった行為

が横行していました。 

不正コピーが横行していたことからどんどんウ

イルスの感染は広まり、「Brain」は世界初のコン

ピュータウイルスとしてその名を広めていくこ

ととなりました。 
 

 

 

坂本将平幹事 

◎ 例会変更のお知らせ   

  ありません。 

◎ 週報を送ってくださったRC 

      川崎北ＲＣ 

川崎中原ＲＣ 

◎ 本日の配布物 

会報 9/12分 

当地区主催のイベント参加 映画 

「向田理髪店」のチラシ 

 

  

 

安東地区ゴルフ実行副委員長 

10月12日(水)地区大会チャリティーゴルフ大会が

行われます。ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

伊藤康人職業奉仕委員長 

10/3の職場訪問よろしくお願いいたします。 

 
 

牧島・石田 地区ロータリー平和センター委員 

地区ロータリー平和フェローについて 

 

 

 

 

坂本竜麻副会長 
 

山﨑美津夫様…本日は佐久間プロのお話が聞けると

聞いたのでメイキャップに参りました。

本日は宜しくお願いします。 

    （川崎マリーンＲＣ） 

山下恭一様…お世話になります。  （新川崎ＲＣ） 

山口会員……本日は佐久間プロ宜しくお願いします。

またお忙しい中、新川崎ＲＣ山下会長、

川崎マリーンＲＣ山﨑幹事ようこそお

越しくださいました。 

坂本(将)会員…皆様こんにちは。 

①佐久間様本日はよろしくお願いいた

します。 

②来週は職場訪問ですね。伊藤康人さん

楽しみです!! 

③谷中社会奉仕委員長、市民祭りの準備

はじめりましたね。よろしくお願い致し

ます。 

川島会員……申し訳ありませんが、所用で途中退席致

します。卓話聞けずに残念です。 

関 会員……佐久間さんようこそ！ 

私はここ十数年間ゴルフを止めていま

したが、先々週からゴルフレッスンに通

い出しました。今日は参考になる話を期

待しています。 

会長報告 

幹事報告 

委員会報告 

スマイルレポート 
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松本会員……佐久間様卓話のセラピー楽しみにして

おります。 

中村(紀)会員…佐久間さんようこそ卓話よろしく。 

伊藤8康)会員…①日差しは強くても風は秋ですね。お

出かけにはもってこいの季節がやって

きました!! 

②佐久間プロ本日は楽しみです。よろし

くお願いいたします。 

木村会員……天気が良い日が続きます。昨日は鎌倉の

山を歩いてきました。秋の陽ざしが暖か

く感じてちょうど良い汗をかきました。

良い一日を過ごしました。 

渡辺会員……佐久間様よく起こし下さいました。 

本日の卓話宜しくお願いします。 

上原会員……皆様こんにちは♡ 

本日は川崎北ＲＣの佐久間様ようこそ

お越しくださいました！卓話楽しみに

致しております♡ 

阿野会員……皆さんこんにちは。佐久間様本日の卓話

よろしくお願い申し上げます。 

私はゴルフをやったことがありません

が、このような話には大変興味がありま

す。しっかり勉強したいと思います。 

伊藤(弘)会員…①佐久間様、卓話を楽しみにしており

ました。本日はよろしくお願いします。 

②めっきり涼しくなりました。旅割も始

まるようなので温泉にでも行きたいで

すね。 

安東会員……佐久間様ようこそいらっしゃいました。

本日の卓話よろしくお願い致します。 

本多会員……昨日は私の母の米寿のお祝いで兄妹と

その家族で久しぶりに集まりました。 

最近はすぐに忘れる母が今朝“昨日はみ

んな来てくれてとっても楽しかった”と

言ってくれてよかったと思いました。 

本日は佐久間様、永江様ゴルフは出来ま

せんが本日の卓話を楽しみにしており

ます。 

石田会員……台風一過秋晴れですね。昨日息子の披露

宴があり父親として締めのあいさつを

しました。大役終えてホッとしました。

コロナで延びて延びて2年半延びました。 

本日佐久間先生のゴルフレッスンよろ

しくお願いします。 

萩原会員……佐久間様ようこそ。卓話楽しみにしてお

ります。 

長島会員……先週は九州に行きましたが、東京より人

が多いと思いコロナなど無いように感

じました。本日の卓話、佐久間様よろし

くお願い致します。 

和田会員……過ごしやすい陽気になりましたね！ 

佐久間様、本日はようこそいらっしゃい

ました。お話楽しみにしております。 

関根会員……三連休は大阪に出張に行きました。日帰

りで戻るはずが台風の影響で帰れず次

の日に名古屋で5時間待ち、こだまで帰

京3時間 計8時間もかかり大変な思い

をしました。自然には、かないません。 
坪井会員……今日の卓話楽しみにしています。 

瀧上会員……今日の卓話とても期待しています。 

よろしくお願いします。 

坂本(竜)会員…妻にお花をありがとうございました。

毎年ありがとうございます。 

 

 
 

 

ゴルフが突然上手くなる 

 

有限会社 ゴルフ科学研究所  

ゴルフ導夢 代表 佐久間 馨 様 
付き添い 永江直美プロ 

 
 ゴルフのスコアは 3つに分かれる 

   オーバー   コースに負けた 

パー     引き分け 

   アンダーパー コースに勝った 

 

たくさん練習して、練習場ではうまく打てるよ

うになってもスコアはなかなかまとまらない。

調子よくプレイしていても、ひとホールで大叩

きをしてしまう。 

たまによいスコアが出てもまた悪くなってし

まう。 

スコアがまとまらないのはコースでミスショ

ットがたくさん出るからなのですが、ミスショ

ットの原因はなんでしょう？ 

多くの方は「練習不足でスウィングが完成して

いないから」そう考えているようです。 

ですが本当にそうでしょうか？ 

 

確かにうまいといわれる多くの人たちはたく

さん練習して、完成した完璧なスウィングで精

度の高いショットが打てるからよいスコアに

なる。 

そう見えるかもしれません。 

しかし、たくさん練習した人がみんなうまくな

っているのでしょうか？ 

 

私も 50年近く前に初めてクラブを握った時、

ゴルフがうまくなるにはたくさん練習が必要

だと思っていました。しかし始めて間もなく経

ってから、あることに気付きました。 

そしてその日を境に突然上達することができ

たのです。 

その気付きとは「間違ったやり方をいくら繰り

卓 話 

1637回 24件 26,500円 累計 205件 334,500円 
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返し反復練習しても下手を固めることになる

だけ。よいスコアでラウンドするためには正し

い方法があって、その通りのことがコースでで

きれば、いつでもよいスコアになるはず」とい

うものでした。 

 

ゴルフはうまい人も下手な人もいません。うま

い人は正しいやり方で、下手な人は間違ったや

り方でプレイしているだけのことです。 

ただやみくもにボールを打っても正しい方法

にたどりつくことはありません。 

正しい方法を知って、その通りにプレイすれば

だれでもよいスコアが出せます。 

 

 
アマチュア時代に競技で培った自らの経験と、

近年コミュニケーションスキルとして注目さ

れている「NLP」（神経言語プログラミング）を

融合させ、「NLPゴルフ」（プレイ中いつでも最

高の精神状態を生み出せる自己対話法や確実

に目標を達成する方法など）を構築。 

 

  

 

 

 

 
 

 

今週の担当者         阿野会員 

上原会員 

写真            坪井会員 

過ごしやすい季節になってきましたね。 
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