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◆結婚祝い 【徳永会員 細野会員】
◆委員会報告 【大森会員】
◆卓話
【茅ヶ崎湘南ロータリークラブ

脇

洋一郎

様】

◎会長報告
明後日の地区協議会に出席される方は宜しくお願いします。今日はちょっと軽くスポーツ
の話をしたいと思います。
日本で３大スポーツと言えば、今はまず野球、次がサッカーそして相撲とかゴルフとなる
と思いますが、今日は、ボクシングの話をしたいと思います。これまで日本人の世界チャン
ピオンは６９名誕生しています。そして現在はなんと８人の世界王者が居ますが、なぜこん
なに多いかというと昔は１団体８クラスで８人の王者、今は４団体でクラスもスーパーやラ
長谷川

会長

イトとかたくさんあり全部で３０人以上の王者が居ます。しかし数いる王者の中で、本当の
意味で世界に認められた王者はファイティング原田ただ一人ではないでしょうか。現在７２
歳で日本ボクシング協会の会長を経てボクシングジムを経営していますが、昭和３５年に１
６歳でプロデビューをするとラッシュ戦法で破竹の２５連勝を記録。
１９歳の時に世界フライ級タイトルマッチのチャンスを掴み、勝利します。しかし、３か
月後の初防衛戦で敗れ、一階級上のバンタム級に転向します。そして１９６５年、日本ボク
シング史上に残る、いまだに史上最強のチャンピオンと言われる「エデル・ジョフレ」との
名勝負が生まれます。この試合、だれも原田が勝つとは思っていませんでした。エデルの戦
績は５０戦４７勝３分無敗。１７連続ＫＯという正にミスターパーフェクト。判定までもつ
れた激戦でしたが、勝者は原田でした。その時、相手が原田を抱き上げて祝福するという感
動的な場面が有りました。さすがミスターパーフェクトです。機会が有ったら百田直樹の「黄
金のバンタムを破った男」を読んでみてください。ファイティング原田のすごさが分かりま
す。さて、今日ボクシングの話をしたのは当クラブの会員の中に学生時代にモスキート級の
関西学生チャンピオンになられた会員がおられるからです。大会の出場がたった４人、初戦
が不戦敗で、たった一勝でチャンピオンになられた吉野会員です。酒席での話でしたので、
真偽のほどは定かではないので、ご本人に確認を！

◎幹事報告
浅沼会員のお母さまが亡くなりました。通夜・葬儀は後程ご連絡を致します。来週は合同
例会ですので、宜しくお願いします。
関口

幹事
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◎結婚祝い 【徳永会員 細野会員】
■徳永会員
大変長い間になりました。円満の秘訣は「いつまでもきれいだね。料理はおいしいね
と褒める事だと思います。

■細野会員
３４年になります。１３日は誕生日でお花を上げました。高輪プリンスより半額券のプレ
ゼントが有りますので、行って来ます。

◎委員会報告
■大森会員
クロエの誕生日がありますので、お祝いをあげたいので、皆様のお心づくしをお願いしま
す。

大森

会員

◎出席報告
会員４１名

出席義務者

原博章会員
３９名

出席者

２３名

出席率

５８．９７%
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洋一郎

りました。
「VTT」というのは職業訓練チームの事です。
専門性の高いプログラムに変更されました。一例に横
須賀ロータリークラブのフィリピンの口蓋列の矯正手
術をした人たちに話すことの再訓練をするというミッ
ションをグローバル補助金を使って行ないました。
脇

洋一郎

様

財団の使命ですが、ミッションが有ります。理事会と
管理委員会「教育の推進」
「綺麗な水の提供」
「平和の

昨年ロータリー財団ポリオキャンペーンの寄付金２

構築」
「母子の健康の支援」
「ブロード経済の支援」
「疾

１０万円のうち湘南さんが７０万円という金額になっ

病の予防の為の補助金を通じてロータリー財団の使命

ていて有難うございました。素晴らしいクラブだと思

を果たすことに時間を費やす」この中に６つの重点分

います。感謝しております。これからも宜しくお願い

野が有ります。６つの重点分野とは「平和と紛争の解

します。

決」
「基本的教育と識字率向上」
「疾病予防と治療」
「母

ロータリー財団のお話ですが、財団がいつ発足した

子の健康」
「水と衛生」
「経済と地域社会の発展」です

かと言いますと１９１６年ですので、あと２年で１０

が、今年から大幅に変更になった特別月間に当てはめ

０周年です。その年の RI 会長が退任する時に集めた

ていきます。財団は平和と紛争解決の為に
「ロータリー

お祝い金が２６．５０ドル余ったので、財団が始まり

平和センター」というのを開設し（日本では日本国際

ました。６年で７００ドル、１９２８年ミネアポリス

基督教大学に有ります）平和フェローシップに力を入

の大会で「ロータリー財団」に変えました。役員を元

れています。日本に折角センターが有るのに日本では

RI 会長に変えて財団の管理と別にして１９２８年か

ほとんど応募が有りません。とても残念です。最後に

ら４年後に預金残高５０,０００ドルになり、２０１

ポリオの話をしますが、昨年のポリオ撲滅キャンペー

２年−１３年度の収入が２９,６５０万ドル日本円で

ンは大変お世話になりました。６つの重点分野の中で

３５０億円これが今の一年間の収入です。財団管理委

も力を入れているのが「疾病の予防治療」の中の「ポ

員会は１５名で構成され任期は４年です。４名は RI

リオ撲滅」です。ポリオは１９８８年 １２５か国で

の元会長が務めていますが、その中の一名が田中さん

３５万件の発症例が有りました。それがロータリーを

です。１９３０年から１９４５年は混乱の時代でした

含む各国が撲滅に力を注ぎ、今現在、今年度は３５０

のでお金が集まらなかったのですが、終戦後３つの目

症例位に減少しています。国際的な紛争地域には撲滅

的の作成をしましたが、いまだに長く続いているのが、

チームが入っていけない為に増えている地域も有りま

財団奨学金制度で「国際親善奨学金」として今でも活

す。１９８８年にインド全体で２０万件発症が有った

発に続いています。

ものが、WHO や国際ロータリー等の各種団体の努力

昨年の奨学生の選考会が有りました。１０名のなか

の末、２０１４年３月２７日には３年間発症例０に成

から５名を選出しましたが、 英語の試験は神奈川湘

りました。東南アジアとインドはポリオ撲滅の宣言を

南 RC の高木さんが担当しましたが、優秀な人ばかり

致しましたが、インドに行ってみるとそんなに簡単な

で驚いたとお話されていました。高木さん自身が奨学

ものでは無いなと思いました。世界各国のロータリア

生でしたが「私は奨学金のおかげで今が有ります。な

ンが自費でインドに集まってワクチンの投与をしてい

ので、ロータリアンになってこれからの子供たちに還

ます。寄付金だけではとてもできる事では無く、皆さ

元したい。
」と言っておられ、いろいろな活動をされ

んの善意が集まって出来るという事ですが外国で行わ

ています。財団の中に「GSE プログラム」というのが

れている事ですからなかなか目に見えないという事も

有りまして GSE というのは「グループスタディーエ

有って、ご理解いただけない部分も有りますが、是非

クスチェンジ」の略ですが、これが廃止に成りました。

皆様のお力添えで財団の活動を支えていただけると幸

廃止といっても発展的な廃止で、
「VTT」に変更にな

いです。宜しくお願い申し上げます。

様
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週報
清水

会員

長谷川会長

脇様本日の卓話よろしくお願いいたします！

芦川会員

脇さん、ようこそお越し下さいました。本日は卓話宜しくお願いします。

井出会員

今週は台湾と上海に出張しています。本日は休みます。

大森会員

来週４月２３日は来日学生クロエの誕生日です。本日は会員の皆様より暖かい
お心をお金を添えて頂きたいと思います。袋を持ってまわりますので宜しくお
願いします。目標 30000 円、不足分は会長が補填するそうです。

清水

会員

小沢会員

サクラも終わって悲しいですね。

清水会員

目の下のクマがとれません。点滴２本入れてきました。

真道会員

清水会員の花市場来週の金曜日に移転先店舗にて開店予定だそうです。皆さん
協力をしてください。ちなみに我社で仲介いたしました。よろしくお願いします。

高橋会員

脇様、卓話宜しくお願いします。

田中会員

お天気がよく私の気持ちも晴れやかになりました。（単純ですね） 脇様、今日
の卓話楽しみにしております。

徳永会員

結婚祝ありがとうございました。４４年になります。来週末は２泊３日で京都
旅行を楽しんできます今日は都合で中退いたします。

古木会員

今年の巨人強いか弱いのかよく分かりません。

細野会員

結婚祝ありがとうございます。

牧石会員

１９日 ( 日曜日 ) に、次年度委員長さんは地区協議会に行きます。行かない人た
ちは、野崎さんと、柏木さんの出陣式に参加して、盛り上げてやってください。

水越会員

脇さん卓話宜しくお願いします。

三富会員

先週の金曜日からカゼを引き、まだ少し咳が残り治らないです。春、この時期
をさけていたのですが気のゆるみですかね〜

吉野会員

脇様、卓話宜しくお願いします。

脇

地区研修委員の脇です。本日はロータリー財団についてお話します。よろしく

洋一郎

お願いいたします。

