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第1921回（本年度　第9回）例会　平成24年9月5日　－晴れ 猛暑－

●司　会　　清水　宏明ＳＡＡ

●点　鐘　　横山　俊夫会長

●斉　唱　　　　「国歌斉唱」「奉仕の理想」

　　　　　　　　　　ソングリーダー　須山　文夫会員

●卓話者のご紹介　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

　「リングが教室」　新田　渉世様

ゲストのご紹介　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

青少年交換学生　BAUCHY　ANTOINE君

　　　　　　（バウチー・ウオントワンヌ）　フランス

ホストファミリー　野口　新二様(川崎中央ＲＣ)

ご挨拶　　　　　　　　　野口　新二様(川崎中央ＲＣ)

　今年度、国際交換学生として第一グループでは川崎中

央ＲＣという事でお引き受けいたしました。彼はバウチ

ー・ウオントワンヌ君18歳です。1994年５月生まれフラ

ンス人です。フリーエースという地区のモンタルギスＲ

Ｃにお父さんが所属しております。

 第二グループでは川崎中ＲＣが台湾の女性を引き受け

ております。第三グループでは川崎百合ヶ丘ＲＣがブラ

ジルからの女性を引き受けております。２人とも桐光学

園に通うことになっております。

 彼は私の家の近くの市立橘高校に通う事が出来る様に

なりました。今後一年間色々とお世話になるかと思いま

すがよろしくお願い致します。8/14～8/30ＮＰＯ法人日

本語学校に朝９時から３時くらいまでマンツーマンで８

グループ８人が勉強しておりました。京浜東北線に乗せ

て使い方を教えたりして送迎をしました。だいぶ慣れた

ところで卒業になり、今日ここに挨拶に見えました。皆

様宜しくお願い致します。

ウオントワンヌ君

 こんにちは。私はウオントワンヌ・バウチーです。１

８歳フランス人です。フランスの家族はお父さん、お母

さん、弟、妹、犬が２匹います。住んでいる所はパリか

ら南に80～90キロです。小さい町で人口は3500人位です。

　日本のホストファミリーは野口さんです。お父さん、

お母さん、お兄さん、お姉さんが2人です。外国で法律

を勉強したいです。7年武道を練習しています。柔道が

好きです。剣道も練習したいです。スキー・テニス・ゴ

ルフもできます。本を読むことが好きです。9月から橘

高校に行きます。武道と剣道のクラブがあったら入りた

いです。

　フランスと違う文化を体験するために日本に来ました。

違う生活も楽しみたいです。日本の畳の部屋が好きです。

寿司・刺身・焼とり・天ぷら・おにぎりが好きです。東

京都と京都に行きたいです。有難うございます。

会員入会祝い　　　　　　　　　飯塚　元明親睦委員長

長島会員　昭和48年9月5日

久保会員　平成11年9月8日

増田会員　平成11年9月29日

矢野会員　平成15年9月24日

奥様の誕生祝い

布川会員　奥様　良　子様

船山会員　奥様　照　子様

宮山会員　奥様　富　枝様

安藤会員　奥様　和　子様

倉成会員　奥様　照　子様

渡辺会員　奥様　初　子様

飯塚会員　奥様　百合子様
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会員の誕生祝
宮山会員　　炭谷会員　　石川会員　　白石会員
武者会員　　秦　会員　　小林会員　　飯塚会員
竹内会員

会長報告　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長
・草野球同好会の援助金がでています。（中村監督に）
　今後の予定　
　 9月　マリーンスタジアム　千葉との交流戦
　11月　米子全国大会、神奈川の大会

・佐沼ＲＣから9月19日に7名来訪されます。例会では復
　興支援委員長　阿部様の卓話があり、夜は歓迎会（惠
　の本にて）を行います。佐沼ＲＣと川崎大師ＲＣは
　1983年に石川六郎さんが会長の時に締結をした。同じ
　年の6月川崎東ＲＣから大師という名称を変更になっ
　た縁の深いクラブです。回覧いたしますので、ぜひ歓
　迎会も多くの方にご参加いただければと思います。
・2012-13年度の地区大会が11月9日・10日にパシフィコ
　横浜会議センターに行われます。（出欠席の回覧）
　2日目は全員登録です。　
・国際ＲＣ2590地区　2012-13年度　地区大会記念チャ
　リティゴルフ大会が10月15日に行われます。（程ヶ谷
　カントリー倶楽部）（回覧）
・（再お知らせ）地区大会記念チャリティディナーパー
　ティが10月12日に新横浜国際ホテルにて行われます。
　（回覧）チケットの枚数もご記入ください。締切9月
　18日

幹事報告　　　　　　　　　　　　　　矢野　清久幹事

・来週9/12　職場訪問移動例会（日本銀行）時間厳守で
　集合お願いします。
　移動例会　えちごや
・ガバナー月信（メールＢＯＸ）
・本日の卓話者　新田会長著書「リングが教室」ご購入
　のお願い。

メークアップ：
　宮山会員、林会員、横山会員、清水会員、武者会員、
　須山会員
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スマイルレポート（ニコニコボックス）

　　　　　　　　　　　　　　　　　岩井　茂次副会長

川崎中央ＲＣ　野口　新二様

　皆さん、こんにちは。今日はフランスから来ました交

換学生バウチー・ウオントアヌ君とご挨拶に参りました。

どうぞ宜しくお願い致します。

渡辺　冨士夫会員

　大藪さん、伊藤さん中国長春旅行にて大変お世話にな

りました。楽しかったです。

野沢　隆幸会員

　節電、節水の呼びかけを聞く今年の夏。資源の大切さ

を体験しました。

伊藤　佳子会員

　喬君のふるさとと長春市に行って来ました。大変お世

話に成りました。素晴らしい旅で一生残る経験が出来ま

した。

宮山　光男会員

　９月８日～16日まで第26回世界宗教者平和の祈りの集

いで、ボスニアのサラエボ、クロアチアのドブロブニク、

ザダール、ザクレブに行ってまいります。

大藪　善一会員

 喬君の案内で中国東北地区を旅行してきました。伊藤

さんと渡辺さんと三人で。

鈴木　昇二会員

・新田会長「リングが教室」の卓話宜しくお願いします。

・９月２６日のタイトルマッチ、新田ジム所属　黒田日 

　本ライトフライ級チャンピオンの防衛戦、勝利を祈っ

　て居ります。

水口　衛会員

　新田会長、卓話宜しくお願い致します。本日、急な仕

事が入り、卓話を聞けず残念です。

矢野　清久会員

　新田渉世様、本日の卓話宜しくお願い致します。

小林　勇次会員

・新田会長知らない世界の話楽しみにしています。宜し

　くお願いします。

・バウチー・ウオントワンヌ君日本を満喫してください。

横山　俊夫会長

　新田会長、卓話宜しくお願いします。

岩井　茂次会員

・新田会長、お話を楽しみにしております。

・まだまだ暑い日が続きますが、くれぐれもご自愛くだ

　さい。

出席報告　　　　　　　　　　　石渡　勝朗出席委員長
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卓話者のご紹介
　　　　　　　　プログラム委員会　鈴木　昇二委員長

新田　渉世（にったしょうせい）様

【来歴】　高校3年で金子ボクシングジムに入門してボ
クシングを始め、横浜国立大学2年の1987年5月28日、プ
ロデビュー。大学は6年かけて卒業。
1996年10月21日、呉張均が持つOPBF東洋太平洋バンタム
級王座に挑戦しタイトル獲得・「国立大卒初の王者」と
して話題になった。
1997年6月20日、高仁植相手に初防衛に挑むが敗退。こ
の試合を最後に引退し渡米。
1999年に帰国しケンウッドに入社。
退社後の2003年2月、川崎市多摩区に新田ボクシングジ
ムを設立。同ジムは2010年に「川崎新田ボクシングジ
ム」と改称した。
2004年、東日本ボクシング協会書記担当理事に就任。
2006年の黒田雅之、2007年の岳たかはし、2008年の古橋
大輔と3年連続で新人王を輩出した。
2010年8月からは東日本ボクシング協会「暴力団等排除
対策協議会の設立準備委員会」の委員長を務める。また
同じ8月から川崎新田ジムの所属選手はパトロール用の
ビブスを着用してジム所在地の多摩区を走る「防犯ロー
ドワーク」を実践している。
2006年5月、東日本ボクシング協会が設立した「袴田巌
再審支援委員会」(会長輪島功一が委員長)の実行委員長
をつとめる。
2011年より、全国組織の日本プロボクシング協会袴田巌
支援委員会委員長に就任。
【戦績】
34戦23勝(17KO)9敗2分
所属団体
日本プロボクシング協会
神奈川県アマチュアボクシング連盟
公益財団法人　川崎市スポーツ協会
社団法人川崎西法人会
川崎市多摩区　警察友の会
川崎市多摩区　防犯協会
川崎商工会議所
登戸民家園通り商店会
神奈川県中小企業家同友会
ボクシングに限らず、地域に色々な関わりを持って現在
に至っています。
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本日のニコニコのテーマ

　ロンドンオリンピック　ボクシング　メダリスト２名

おめでとうございます。

　新田会長　卓話宜しくお願い致します。

秦　　琢二会員　　長島　　亨会員　　石渡　勝朗会員

竹内　祥晴会員　　中村　眞治会員　　増田　昌美会員

布川二三夫会員　　石川　　庸会員　　飯塚　元明会員

　　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　47,000円

委員会報告

　　　　　　　　クラブ奉仕委員会　小林　勇次副会長

　今、職業分類表を見直しております。回覧いたします

ので記載事項に変更があった方、訂正がある方は印をつ

けてください。後ほど伺います。

　　　　　　　　職業奉仕委員会　　船木　幸雄委員長

　9月12日　日本銀行　職場訪問の集合場所ですが、

ゆずりは園横の川崎大師駐車場　午後1時半集合（時間厳

守）です。日本銀行で2時半に職員の方が迎えに出ており

ます。

　　　　　　　　新世代奉仕委員会　須山　文夫委員長

　9月は新世代奉仕月間です。新世代のための月間です。

　9月1日に交換留学生が見えておりますので、今後とも

関わって頂きたいと思います

インターアクト：先月韓国への旅行も終わり、また色々

イベントがありますのでご案内いたします。

ローターアクト：今週末アクトの日　講演会を予定

　新世代月間は1920年ニューヨークでボーイズウィーク

というのが5月頃に始まったのが原点となり1940年ごろに

ボーイズ＆ガールズウィークという形で新世代週間とい

う形で始まったのが起源とされています。歴史の長い活

動ですのでご理解・ご協力と参加の方お待ちしておりま

すので宜しくお願いします。

　　　　　　　　　　　　中国の旅　　大藪　善一会員

　先月19日～26日まで旧満州地区に3年前お世話した喬君

の案内で行って来ました。長春と瀋陽、その間に北朝鮮

との国境長白山というところに行って来ました。長春と

いうのは元満州の関東軍が都をおいていたところですが

あまり跡は残っていません。

　長春という町は猛烈に大きな町で西洋化され、強烈に

ビル群が建っているところです。ラストエンペラーの愛

新覚羅溥儀の館があり、当時の写真が貼ってありちょっ

と見られないような状況でした。瀋陽は秦の皇帝の宮廷

があるところでその横に満州事件にかかわった写真があ

り、そこも見られないような状況です。

　長白山は北朝鮮との国境でカルデラ湖です。湖の真ん

中が国境で、その向こうは北朝鮮です。ロータリーの友

に投稿しようと思いますのでその時に詳しく見て頂きた

いと思います。私にとっては本当にいい経験の旅でした。



卓　話　川崎新田ボクシングジム　会長　新田　渉世様

　はじめまして。川崎新田ボクシングジム会長・第32代

東洋太平洋バンタム級チャンピオンの新田渉世と申しま

す。

　ボクシングは、日頃から身近に関わる機会のないスポ

ーツだと思いますが、本日は、皆さんに「人間教育」と

いう面から見たボクシングについてお話ししたいと思い

ます。

　私は、ボクシングは「人を変える」、「人を成長させ

る」、そして「リングは“教室”」だと考えます。

　12歳から45歳までの33年間、ボクシングと真剣に向き

合って来た身として、また教育学部を卒業した視点で、

私はそのように考えます。

　今日は、

　①私が現役時代に学んだ事

　②引退後に米国生活で経験した事

　③ジムを立ち上げて会長としての取り組み

　この3つのお話をさせていただきます。

　私は小学6年の時に「明日のジョー」というボクシン

グ漫画の影響を受けてプロボクサーを志し、19歳でプロ

デビュー。順調なスタートを切ったものの、3度のタイ

トル挑戦に失敗し、妻子を抱え、貧乏生活の中で未来へ

の希望を失いかけていました。

　そんな中、私を支えてくれたのは、「“負け”に負け

るな」という言葉でした。そして10年目29歳の時に、4

度目のタイトル挑戦で東洋太平洋王座を獲得しました。

この経験から、私は「挫折に負けない」事の大切さを学

びました。

　引退後は家族を連れて渡米し、ホセというニカラグア

出身の若者と出会いました。札付きの不良少年だったホ

セはボクシングを始めるようになり、それまで寄りつか

なかった自分の娘を抱けるようになったと話してくれま

した。

　娘は苦しい練習や減量に耐え、目標に向かって努力す

るようになった父親の変化を感じたのだと思います。私

は「ボクシングには人を変える力がある」と改めて確信

し、ボクシングジム開設を決意しました。
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　約1年で帰国後、3年間のサラリーマン生活を経て35歳

でジムを開設。9年で選手志望から一般練習生まで、老

若男女延べ1000人を超える門下生と接し、自身が学んだ

「“負け”に負けるな」の精神を伝え、指導に当たって

います。

　警察署と連携した「防犯ロードワーク」や、神奈川県

教育委員会委嘱の「いじめ・暴力追放アドバイザー」と

して、県内の小中高校で講演活動をおこなうなど、地域

密着の諸活動も積極的に取り組み、「ボクシングを通じ

た人間教育」の実現を目指しながら、全日本新人王や日

本チャンピオン輩出等、一歩ずつ実績を重ねています。

　苦難は絶えませんが、ボクシンググは「人を変える」、

「人を成長させる」、そして「リングは“教室”」であ

るという使命感に立ち、今後も全力を尽くしてゆきたい

と思います。ありがとうございました。

　9月26日にとどろきアリーナで黒田雅之4回目の防衛戦

「ホープフルファイトvol.12　日本ライトフライ級タイ

トルマッチ」があります。

卓話御礼　　　　　　　　　　　　　　横山　俊夫会長

　新田会長有難うございました。冒頭にグローブとチャ

ンピオンベルト（東洋太平洋の時のバンタム級）を始め

て見るのですが大変素晴らしいもの持ってきて頂いて。

今ボクシングが人間を作る、変えるんだ成長させるとい

う事で、多分ボクシング以外でもどんなスポーツでもそ

ういうところがかなりあるのかなと思っています。ボク

シングは格闘技というイメージがありますが先程も出て

おりましたロンドンオリンピックのボクシング、アマチ

ュアの姿を見ててボクシングってすごいねと感じました。

最近テレビ中継とかがなくて寂しい所もありますが、今

回9月26日にとどろきアリーナで新田ジム主催のタイト

ルマッチがあります。皆さんのお手元にチラシがあると

思います。今日チケットもご用意いただきましたのでぜ

ひ応援してもいいよという方、ご購入いただけたらと思

います。私も先程本買いました。まだ読んでいませんが

今の会長のお話を聞いて読むと違うのかなぁ、負けに負

けるなという冒頭にお話に出たような言葉も入っていま

してまさに「明日のジョー」から生まれたチャンピオン

だと思います。今日は短い時間で申し訳ありませんでし

たが又何かの機会があれば是非お越しいただいて、先程

練習生に一緒に来てこの話を聞かせるんだという事も大

変素晴らしいと思っています。本日は大変お忙しい中、

本当に有難うございました。

2012年9月12日　発行
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卓話：阿部　賢吾様

（国際ロータリー第2520地区

　佐沼ロータリークラブ　復興支援委員長）

　　　「南三陸の復興支援について」

日時：平成２４年９月１９日(水)は通常例会です。

秦　琢二／竹内　祥晴／小泉　知寛
クラブ
会　報
委員会


