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第 1995 回（本年度 第 36 回） 例会 平成 26 年 4 月 2 日  晴  

  

 

●司会              秦 琢二 ＳＡＡ 

●点鐘             鈴木 昇二 会 長 

 

●斉唱  「君が代」 「奉仕の理想」 

     ♪ソングリーダー    須山 文夫 会員 

 

●卓話者の紹介         鈴木 昇二 会 長 

女子プロボクサー 元世界フェザー級チャンピオン 

来家 恵美子 様 

フリーライター           藤村 幸代 様 

●来訪ロータリアンの紹介   水口 衛 親睦委員長 

本日はいらっしゃいません。 

入会祝・奥様誕生祝・会員誕生祝 水口 衛 親睦委員長 

 

入会祝 

安藤 賢一 会員         1992 年 4 月 15 日 

中村 眞治 会員         1996 年 4 月 10 日 

岩井 茂次 会員         2004 年 4 月 7 日 

水口 衛  会員         2005 年 4 月 6 日 

中村 孝  会員         2013 年 4 月 3 日 

奥様誕生祝 

須藤 宏  会員 奥様 奈保子 様 

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 
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 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/


川崎大師ロータリークラブ 週報 第３６号          ２０１４年 4 月 9 日 発行   2 頁 

 

 

Engage Rotary Change Lives ロータリーを実践し みんなに豊かな人生を  2013-14年度 第 2590地区 

大藪 善一 会員 奥様  紀子 様 

鈴木 昇二 会員 奥様  順子 様 

宮沢 和德 会員 奥様 菜生美 様 

会員誕生祝 

布川二三夫、久保 榮弘、大藪 善一、石渡 利治 

石渡 勝朗、中村 孝、宮沢 和德、出井 宏樹 

      各会員 

会長報告    鈴木 昇二 会長 

１、台北西門 RC37 周年式典参加、及び姉妹クラブ締結継

続調印の件 

２、地区より委嘱状が届いています。 

  須山会員…R 青少年交換委員会 委員 

３、大本山川崎大師平間寺 大開帳奉祝へのお祝いの件 

 

幹事報告   清水 宏明 幹事 

１、手続き要覧 2013 を配布します。 

２、ガバナー月信を配布します。 

３、本日定例理事会があります。 

４、他クラブの例会変更のお知らせを回覧します。 

委員会報告  

規定委員会           渡辺 冨士夫委員長 

既に理事会において決定しています細則第５条第３則の

変更についてこの例会でご承認いただきたい。（全会一致

で承認） 

また地区からの通達で「新世代奉仕委員会」から「青少年

奉仕委員会」へ名称が変わりますので承認ください。 

              

出席報告           須山 文夫 出席委員長 

会員数 対象者 出席 欠席

1995 回 56 44 35 9 79.55 ％

1993 回 56 42 23 19 54.76 ％

13 修正出席率 85.71 ％

出席率

前々回の修正・ﾒｰｸｱｯﾌﾟ　

メークアップ 

林 鶴・安藤 賢一・嶋﨑 嘉夫・細谷 重徳 

増田 昌美・竹田 正和・横山 俊夫・白石 浩司 

矢野 清久・伊藤 佳子・水口 衛・秦 琢二 

内田 省治                 各会員 

３月 26 日出席報告 

会員数 対象者 出席 欠席

1994 回 56 45 30 15 66.67 ％

1992 回 56 44 34 10 77.27 ％

7 修正出席率 93.18 ％

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・増田 昌美・竹田 正和・須山 文夫 

飯塚 元明・宮沢 和德・内田 省治     各会員 

 

スマイルレポート（ニコニコボックス）前田 良賢 会員 

野沢 隆幸 会員 

昨年冬のお見舞いに感謝いたします。皆様にお仲間入りが

できて嬉しいです。 

牛山 裕子 会員 

ライカさん、藤村幸代さん、ようこそおでまし下さいまし

た。ライカさんここをリングだと思って卓話頑張ってくだ

さいね。きっとファンが増えますよ。 

竹田 正和 会員 

①ライカさん卓話よろしくお願いします。楽しみです。 

②野沢 PPの復帰を祝う。お帰りなさい。 

③満開の桜に乾杯 

④親睦委員会の皆様先週はお疲れ様でした。 

鈴木 幹久 会員 

①ライカ様、藤村様、本日は卓話楽しみにしております。 

②野沢様お元気な姿うれしく思います。 
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宮山 光男 会員 

来家様、卓話楽しみにしてます。 

中村 眞治 会員 

お花見例会出席の皆様お疲れ様でした。体調が悪く欠席致

しました。水口さんご迷惑をお掛けしました。 

鈴木 昇二 会長 

①来家 恵美子様、ようこそ川崎大師ロータリークラブに

お越しいただきました。 

②台北西門 RCに訪問の皆様お疲れ様でした。 

事務局 竹下美代子 

先日のお花見例会では大変お世話になりありがとうござ

いました。会員の皆様に心から感謝いたします。 

本日のニコニコのテーマ 

「来家 恵美子様卓話宜しくお願いします」 

水口 衛、坂東 保則、松永 慎太郎、中村 眞治、秦 琢

二、前田 良賢、船山 昭三、沼田 直輝、中村 孝、横

山 俊夫、竹内 祥晴、岩井 茂次、出井 宏樹、船木 幸

雄、石渡 勝朗、宮沢 和德、遠藤 悦弘 各会員 

卓話者の紹介   鈴木 幹久 プログラム委員長 

風神ライカ様 

 プロボクシング:34 戦 25勝 10KO 8敗 1 分 

 うち JBC 公認後:13 戦 8勝 3KO 5敗 

初代日本女子フェザー級王座（0 度防衛） 

第 2代 WIBA 世界フェザー級王座（3度防衛） 

IFBA世界スーパーライト級王座 

WIBA世界ライト級王座 

初代 OPBF東洋太平洋女子ライト級王座 

 

本名は来家 恵美子（らいか えみこ）。京都府出身。東洋

太平洋女子ライト級王者。世界王座三階級制覇を達成し、

女子の試合を日本ボクシングコミッションに公認させる

までに隆盛させた大きな功績を持つ。日本での女子プロボ

クシングの礎を築いた。 

本日はフリーライターの藤村幸代様との対談形式でお

願いします。 

 

卓話「挑戦し続ける」 

ライカ；今日は宜しくお願いします。まずシャドウボクシ

ングからご披露します。誰か相手をしてくれますか？飯塚

さんですか？宜しくお願いします。「ずどっ！」 

飯塚；「うううぅっ！」 

ライカ；ありがとうございました。 

 

藤村；ライカさんがボクシングを始めた理由は？ 

ライカ；子供のころから「女だから」っていうのが嫌いで

した。自分がやりたいことをやる。なにをしたらいいのか

悩んでいた時、施設の先生、両親に勧められてこれから自

分で自立して生きていくために歯科衛生士の資格を 3年間

頑張って取得しました。しかし自分の意志でなく自分がや

りたいことでもなかったんです。いろいろ自分探しをして

いるうちにボクシングに出会いました。 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BA%AC%E9%83%BD%E5%BA%9C
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%88%E7%B4%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E3%83%9C%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%B3%E3%82%B0%E3%82%B3%E3%83%9F%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3
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藤村；強くなりたい理由は？ 

ライカ；よく女の子は殴ることに抵抗があると聞きますが

私は殴ること殴られることには抵抗がありません。人を殴

れない感覚が分かりません。やられたらやり返す。身体と

気持ちが勝手に求めるんです。 

仕事も同じだと思いますが、そこに壁とかゴールというも

のはないと思うんです。もっと自分に可能性がないか？ 

１戦１戦経験してまだまだいけるんじゃないか？。身体が

続く限り常に上を見て挑戦する。自分の一番弱いところは

心。心はなかなか強くなれないんです。心を鍛えるために

頑張っている。 

藤村；女子プロボクシングを引退してこれからやりたいこ

とは？ 

ライカ；養護施設で育った経験から１８歳で卒園、社会に

放り出されるがそこからが大変なんです。帰るところ、休

むところがない。普通なら両親のところだったりするのに。 

子供たちの帰る場所、居場所を創るために役に立ちたい。

今できることは横浜の愛児園でボクシングを教えたりし

てますが格闘家として中途半端では終われない。やるべき

ことをちゃんとやってから子供たちの居場所を創る活動

に専念していきたい。 

そのために総合格闘家になりもっともっと活躍したいと

思ってます。 

一人では何もできないので皆様の知恵やアドバイスよろ

しくお願いします。 

 

質問；年間の試合数とギャラは？ 

ライカ；2～3 試合です。チケットを売って出来高で貰う。

現金かチケットか選べるがチケットのほうが率が良いの

でいつもチケットを選んでた。今は引退中なので収入は無

し。歯科衛生士を

して生計を立てて

いる。 

質問；日本に女子

プロは何人いる

か？ 

ライカ；プロ登録

は 100 人切るくら

い。経済的には苦

しい。 

質問；女子アマチ

ュアはあるか？ 

ライカ；ある。オリンピック 2010 ロンドン大会から正式

に認められた。芸人のシズちゃんも広告塔になってくれた

ので女子ボクシングはこれからです。 

 

質問；なぜ階級をかえた？ 

ライカ；フェザー級 57ｋｇで優勝して、もっと強くなりた

くて階級を上げていった。今思うと無謀でしたね。 

 

 

 

 

 

 

次回例会 ４月 16 日（水） 

卓話「最近の市政について」 

嶋﨑 嘉夫 会員 

：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 


