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【点鐘】
【ロータリーソング斉唱】

った。柏新時報他に記事掲載。

【ゲストビジター紹介】
東京足立 RC 吉田 和敏様
越谷 RC
中島 美三郎様
【会長あいさつ】

瀬尾直前会長

本日は、赤松会長が所用に
より欠席の為、急遽瀬尾直
前会長が会長挨拶をされま
した。
先週より、4 年に 1 度の冬
季オリンピックが開催されております。日本選手のメダルラ
ッシュが続いており、皆さんテレビに釘付けかもしれません
が、いよいよ皆さんお待ちかねのスキーのアルペン競技が始
まりました。是非この機会にスキーに関心が無い方も興味を
持って頂き、一人でも多くの方がスキー場に足を運ぶことを
望みます。
日本ガンバレ！
【幹事報告】
石川幹事
1、2017-18 年度米山奨
学生修了式の案内
平成 30 年 3 月 11 日
（日）点鐘 14：00～18
：00
ラフレさいたま３階
櫻の間
2、国際ロータリー第 2770 地区
2020-2021 年度ガバナー決定の件の案内
中里 公造会員（川口モーニングＲＣ）
3、第 10 回青少年交換委員会及び第 5 回派遣候補生第６
回来日学生オリエンテーションの案内
平成 30 年 2 月 25 日（日）10：00～17：00
場所 春日部ふれあいキューブ
【委員会報告】
国際奉仕委員会 中島会員
台湾からの里帰り展
埼玉県立越谷南高校の美術部が写生合宿をした際の油絵作品
が越谷南 RC・台湾台中南 RC の交流事業として台湾で展示が
実現。越谷市内での展示に続いて、高柳での里帰り展示とな

【卓話 ボクシングのおかげで】
吉田 和敏様
ボクはボクシングに大
変感謝しています。ボ
クシングのおかげで沢
山のことを学び、いっ
ぱいの友達が出来まし
た。その上、ボクシン
グが縁でカミサンもも
らったんです。
今でもボクンングをしていた現役の頃の思い出は走馬灯の様
に……
１．大学２年生まで、試合に勝てなかったボクが親父の言葉
を信じて、マラソンランナーみたいに走って。人の何倍も頑
張ったこと。
そして親友との出逢い。
２．アゴを骨折しながら優勝した３年生の決勝戦。
３．キャプテンとして、強敵、東京大学の早稲田との対決に
勝利し、涙が止まらなかった４年生の決勝戦。
４．考えもしなかったプロボクサーになる決断をした日。そ
して、デビュー戦でまさかの１ＲＫＯ負け。沢山の人たち
が応援に来てくれた目の前で。
５．ジムのマネージャー長野ハルさんの言葉。
恩師宮崎先生の電話での激励。
６．しかし、ボクはダメ人間に。自暴自棄になった日々。
７．そんなボクを生まれ変わらせてくれたお袋のひと言。
８．屈辱の敗戦からの勝利。
親父がボクに言わないで一人で応援に駆けつけてくれた
こと。
９．親父との約束を守り、グローブを置いたこと。
でも、消えることのないボクシングに対する情熱。
10．しばらくしてわかったお袋の叱責の意味。
お袋の親心。
そしてボクシングに対する感謝の気持ちを込めて、J B C（日
本ボクシングコミッション）レフェリーとして、リングに立
っています。
今、ボクの一番の楽しみは、出逢った人たちをボクシングに
招待することです。ボクがレフェリーとしてリングに上がる
日に。
“ボクシングとファミレスの夕べ”と命名しています。それ
は、ボクにとって至福の時です。
そしていつも心にあるのは相田みつをさんの大好きな言葉で
す。

「人の世の 幸 不幸は 人と人とが
逢うことからはじまる よき出逢いを」

【スキー同好会】

エコーバレースキー場

東京都足立区千住の下町生まれ。
国学院大学在学中にボクシング部キャプテンとして活躍し、
関東大学ボクシングトーナメント フェザー級2 連覇を達成。
その後プロボクサーデビュー。
仕事の傍ら、ＪＢＣ（日本ボクシングコミッション）レフェ
リーを務め、各地で 講演活動を行っています。
1979 年 ・ 関東大学ボクシングトーナメント フェザー級
優勝
1980 年 ・ 関東大学ボクシングトーナメント フェザー級
優勝
1982 年 ・ プロボクサー デビュー
1997 年 ・ レフェリーライセンス 取得
2002 年 ・ A 級レフェリーライセンス 取得
2009 年 ・ ＯＰＢＦ( 東洋太平洋ボクシング連盟) レフェリ
ーライセンス 取得
2012 年 ・ ＷＢＡ( 世界ボクシング協会) レフェリーライセ
ンス 取得
現 在 ＪＢＣ(日本ボクシングコミッション)レフェリー
【委嘱状授与】
2018-19 年度地区資金委員長 染谷 宗一会員

【お客様ご挨拶】
越谷 RC 中島 美三郎様

皆様お久しぶりです。ご無沙汰して申し訳ありません。
本日は吉田先生の卓話を聞きに参りました。宜しくお願い致
します。

平成 30 年 2 月 17 日～平成 30 年 2 月 18 日長野県エコーバレ
ースキー場にて
当日は天候も良く参加者全員楽しくスキーが出来ました。子
供達は今回が初めてのスキーということもあり 2/17 午前中
にスキースクールに入り、2/18 にはほとんど転ばずに滑れる
程スキーが上達していました。子供達の吸収力にはとても驚
かせられました。
また、今回のスキーに対し赤松会長、染谷会員、小林光蔵会
員より寄付を頂きこの場をお借りしてお礼申し上げます。参

加者全員が怪我することも無く楽しい 2 日間を過ごすことが
出来ました。有難うございました。スキー同好会一同
【スマイル報告】
お陰様で
スマイル
累計

31 件 44,000 円
1,047,352 円
ありがとうございます。

【出席報告】
例 会 日
会

員

平成 30 年 2 月 15 日

数

51 名

出席

26 名

出席免除者

6名

欠席

25 名

出

率

54％

前々回 MU

16 名

MU 修正率

89％

席

会報担当：木佐

――――― クラブプロフィール ―――――
【姉 妹 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 3460 地区
台中南区扶輪社（中華民国台中市）
【友 好 ク ラ ブ】 国際ロータリー第 2520 地区
宮古東ロータリークラブ
【例
会
日】 毎週木曜日（PM0：30～1：30）
【例会場・事務局】 〒343-0842
越谷市蒲生旭町 10-14 中野ビル 2 階
TEL 048－987-5761
FAX 048－987-5762
E-mail info@koshigayasouth-rc.jp

中島賴光会員がお話された
越谷南高校美術部の絵画の掲載記事

