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第 1987 回（本年度 第 28 回） 例会 平成 26 年 1 月 29 日  晴れ 

 

●司会            岩井 茂次 副ＳＡＡ 

●点鐘            鈴木 昇二 会  長 

●斉唱  「奉仕の理想」  

     ♪ソングリーダー    増田 昌美 会員 

ゲストの紹介           鈴木 昇二 会長 

 

卓話講師      春日山部屋 親方 春日山嵩昌 様 

春日山部屋               松 葉 山 関 

米山奨学生               白 玉香さん 

米山奨学金授与 

 

近況報告 

皆様こんにちは、現在博士論文を 3/10 までに修正してい

るところです、一生懸命修正しております。 

来訪ロータリアンの紹介    水口 衛 親睦委員長 

新横浜 RC              佐藤 佳一 様 

挨拶 

今年度、地区ローターアクト副委員長させていただいてお

ります、次年度は地区ローターアクト委員長ということで、

副委員長を当クラブの横山さんにお願いしました。大変頼

りにしております、どうぞよろしくお願いします。 

川崎ＲＣ              大田 垣耕造 様 

川崎中央 RC             中村 紀美子 

様 

会長報告             鈴木 昇二 会長 

１． 1/4 の献血活動に日赤よりお礼状が届いております。

血液をストップすることはできません、今後共よろし

くお願いしますとの事です。 

２． 2/12 ＩＭが開催、当クラブより現在 20 名の参加予

定ですまだまだ多くの参加をお願いします。 

３． 1/26 日・台親善会議に当クラブより牛山副会長が参加

して参りました、ＣＤ・冊子（資料）を頂き事務局に

保管しておりますのでご参照下さい。今回、日本より

400 名が参加、当地区よりは 3 名の参加でした。 

幹事報告             清水 宏明 幹事 

１． 2 月～3 月末の予定で、事務局の外部改修工事が施工

されます。2 ヶ所の出入り口は使用可です。 

２． ロータリー為替レート 1 ドル＝102 円（2 月）。 

３． 他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

川崎大師ロータリークラブ週報 
第 41期 

会 長 鈴木昇二 

副会長 牛山裕子 

幹 事 清水宏明 

ＳＡＡ 秦 琢二 

 

例会日：毎週水曜日 ＰＭ１２：３０

 

 Tel.044-277-7569  Fax.044-288-8550 

URL http://kawasakidaishi-rc.com/   E-mail:daisi-rc@eagle.ocn.ne.jp 

 

 

例会場：大本山川崎大師平間寺信徒会館

 

http://kawasakidaishi-rc.com/
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出席報告              沼田 直輝 会員 

会員数 対象者 出席 欠席

1987 回 56 42 31 11 73.81 ％

1985 回 56 44 31 13 70.45 ％

3 修正出席率 77.27 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ             

安藤 賢一・船木 幸雄・沼田 直輝      各会員 

スマイルレポート（ニコニコボックス）小林 勇次 会員 

新横浜ロータリークラブ  

佐藤 佳一 様 

初めて参りました。よろしくお願いします。 

川崎ロータリークラブ  

大田垣耕造 様 

本日は、お世話になります。 

川崎中央ロータリークラブ 

中村紀美子 様 

本日は、春日山親方の卓話を聴きにまいりました。 

宮山 光男 会員 

①１月２６日、矢野さんありがとうございました。 

②春日山親方、卓話楽しみにしております。 

渡辺 冨士夫 会員 

鈴木会長、先日はありがとう。春日山親方、卓話を楽しみ

にしてます。 

矢野 清久 会員 

親方、今日は宜しくお願い致します。 

小林 勇次 会員 

春日山親方、卓話宜しくお願いします。 

出井 宏樹 会員 

春日山親方、ようこそご来山です。よろしくお願い致しま

す。 

鈴木 昇二 会長 

春日山親方、ようこそお出で下さいました。『人生相撲一

筋』楽しみにしております。 

牛山 裕子 副会長 

白 玉香さん、お変わりありませんか？博士論文はいかが

ですか？健康に気を付けて努力を続けて下さいね。 

清水 宏明 幹事 

春日山親方、卓話宜しくお願いします。 

本日のニコニコのテーマ 

「春日山 嵩昌様、卓話宜しくお願い致します。」 

横山 俊夫、石渡 勝朗、宮沢 和徳、岩井 茂次、 

増田 昌美、前田 良賢、鈴木 幹久、嶋崎 嘉夫、 

坂東 保則、沼田 直輝、竹内 祥晴、伊藤 佳子、 

永松 慎太郎、中村 眞治、竹中 裕彦  各会員 

委員会報告 

協同奉仕委員会              矢野 清久委員長 

毎年恒例の殿町小学校・地域教育会議関係共同の地域環境

美化多摩川河川敷の清掃を 2/15（土）10：00 集合、開会

式後 10：30 出発で行います。多くのご出席をよろしくお

願いします。 

親睦活動委員会 創立記念例会   竹中 裕彦 委員長 

第 41 回創立記念例会のご連絡 2/19（水）18：00～ 

「川崎商工会議所１２Ｆトップラウンジ」で行います。会

場の都合上早目の出欠確認をお願いします。 

卓話者の紹介               矢野 清久会員 

春日山嵩昌 親方 

 

略歴 

昭和 51 年 11 月 23 日生 ３７歳  熊本県出身 

平成 7 年 4 月日本大学経済学部入学 

保健体育審議会 相撲部入部 

平成 11 年 3 月 日本相撲協会 追手部屋入門 

平成 11 年 3 月 初土俵 四股名 濱錦竜郎 
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平成 24 年 1 月 引退  現在に至る 

最高位 東前頭 11 枚目 

生涯戦績 360 勝 365 敗 30 休（77 場所） 

卓話「人生相撲一筋」 

 

ご紹介頂きました、春日山です。この様な席に私のような

者がお招き頂き恐縮しております。本日はお話することは

何も考えておりませんが演題の通り「人生相撲一筋」これ

からも「相撲一筋」です。私が相撲を本格的に始めたのは

小学４年生の時で始めたきっかけは２つ上に兄がいまし

て兄の影響で相撲を始めました。当時は柔道も掛け持ちで

しており、柔道は小学１～６年までやっておりました。 

お陰様で私の育った熊本県宇土市という所は土地柄相撲

が非常に盛んな所でして県大会での優勝し更に九州大会

そして青年会議所主催の「わんぱく相撲」にも熊本県で初

めて出場させて頂き、そのころに相撲というものの面白さ

楽しさ奥深さなどが養われたと思っています。 

小学校を卒業と同時にこれから相撲と柔道どちらかの選

択も迷わず相撲を選択しました。相撲では県大会での優勝

で面白くなっており、相撲は勝ち負けがハッキリした点で

す、また二つ上の兄が私の小学６年の時に相撲の団体戦で

全国優勝しており、入学した中学では初めての事でした。 

自分も優勝しなければとの思いに相撲というものに熱意

のようなものが芽生え始めたころ、兄は常にＮＯ１でした。

２年連続で全国優勝し２連覇の記録は長い間いまだに破

られていません。兄の様にならなければの思いは強く兄を

目標にしてきましたが、中学時代は優勝出来ず個人戦・団

体戦共に３位の成績で兄を追って高校に進学しました。兄

が個人戦で１位になりましたが、自分はどうしても試合で

勝つことができませんでしたが、高校時代３位の成績で日

本大学の方で声を掛けて頂きました。皆様もご存じだと思

いますが日大の田中先生に目を掛けて頂き兄も日大に進

んでいました。この時期に今の相撲人生を左右する人物と

出会います。田中先生も大きな存在でしたが、自分の同期

でみなさんご存じの高見盛と元大関の琴三喜、何かと世間

を騒がせている二人ですが、中学・高校でも存在は知って

いましたが、自分なんかとはレベルが違いましたが同じ時

期に日大に入ったことが今の自分を作ってくれたのかな

と思っています。高見盛の話をしますが、どういう印象か

と申しますと「あのままです」根はすごく良い奴です、土

俵上のパフォーマンスは自然に出るとかいってます

が････あれは作ってると思います。日大でレギュラーにな

るのは東大に入るのと同じくらい難しいそんな中で琴三

喜は入って直ぐレギュラー兄もレギュラー自分は下端で

雑用ばかりしてました。１年２年が経ち兄は名門日大の相

撲部を守り全国優勝続けていました。自分も日大 1 年の時

個人戦で優勝に恵まれ２年生になりレギュラーで使って

貰えることがあり、相撲の難しさを感じて又相撲が好きに

なりました。大学４年の時は琴三喜・高見盛と共に最後の

学生選手権に臨み、個人戦で自分は琴三喜と決勝戦で対戦

し敗れ２位、３位は高見盛でした。団体戦は３年間連続優

勝を続けているから、また３人いるから優勝間違いなしと

思っておりましたが、油断でしょう決勝戦で個人戦１・

２・３位の我々が敗れてしまい人生が終わった位ボーとし

たのを今でも思い出します。この大会が学生時代の集大成

であり次は就職ということになるのですが。････････ 

兄は２年前に熊本で教員として頑張っていまして尊敬し

ている兄が母校で中学生を指導しておりますが日本一に

なりまして、選手としても指導者としても日本一になり、

自分も別の形で指導者ですが、まだまだ追いつけないと感

じています。兄が教員であるため、自分も教員にならなく

てはいけないな････と思っていましたが学生選手権で負

けたことで何かやり残した事があるような気持ちでした。

高見盛も琴三喜もプロの世界に入る事は早くから発表し

ていまして、自分だけが取り残された気がして「一丁勝負

してみるか」という事で相撲界に入った経緯があります。

相撲界に入る時も色々ありまして親を説得して来いと田

中監督に言われ、実は就職先（九州電力）も決まっていて

九電よりこっぴどく怒られまして２回程東京と熊本を往

復して謝罪し親には「いかないでくれ」と泣かれまして親

に迷惑また心配をかけていると思っていますし、私も一児

の父であり、まだまだ若輩者ではありますが親になってよ

うやく親の気持ちも解り相撲というもので人間的にも大

きくなれたし感謝しております。今はもう現役を退きまし
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スケジュール予定 

2 月 15・16 日 RYLA 三浦市 YMCA 県立ふれあ

いの村 

2 月 19 日 創立移動例会 商工会議所ビル 

「トップラウンジ」18：00 

2 月 23 日 2013 学年度米山奨学生修了式・歓送会 

3 月 11 日 台北西門 RC 創立 37 年記念式典 

17：30 シェラトン 台北ホテル 

 

 

たけれど指導者として又、地域や色々な方々に貢献出来れ

ばと思っています。自分として、今までの人生の中で相撲

というものがあって今の自分が有り、若い力士もたくさん

おり日本一、一番上にさせるというのもありますけれども、

人間的に立派な「きちん」とした人間形成を目指していき

たい。また私自身、川崎に来て２年余りですがこういう形

でお話をさせて戴くことになったのも矢野さん、若宮さん、

中村さんのお蔭でこのようになっている訳で、地域の方々

と触れあい感謝しながら生きたい。私が春日山になってま

だ２年そこそこですが色々な形で川崎、相撲界の発展のた

めに協力して行きたいと思っておりますのでどうぞ今後

共、春日山部屋、力士をよろしくお願いします。この辺で

お話を終わらせて頂きます。どうもありがとうございまし

た。 

 

―春日山部屋へ応援メッセージー 

☆中村紀美子様（川崎中央ＲＣ） 

私の方からはひたすらお願いですが、神奈川県唯一の相撲

部屋です。前知事は応援して頂けるとおっしゃってました。 

 

今は無理です。一つには子供たちを守りたい、そしてこの

部屋を大事にしたいこの部屋を大事にしなければ大師の

名に恥じると私は思っていますこの部屋が残る様見守っ

ていきたい。物心両面で応援をお願いしたい。親方は川崎

には関係なかった人なのでその面でも応援したい。 

☆伊藤佳子会員 

部屋の新年会 1/3 に当店をご利用いただきました。ありが

とうございました。是非応援させて頂きます。大師の街の

活性化のために親方に頑張って頂けたらと思っておりま

す。 

 

 

 

次回例会 ２月１２日（水） 

Ｄ2590 1・2・3Ｇｒ合同 

Ｉｎｔｅｒ Ｃｉｔｙ Ｍｅｅｔｉｎｇ 

（Ｉ．Ｍ）川崎市多摩市民大ホール 

：クラブ会報委員会： 

増田昌美／竹田正和／須山文夫／飯塚元明 

竹中裕彦／水口 衛／岩井茂次／中村 孝 


