
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 
 

 

◎司会       ＳＡＡ・親睦委員 伊沢 ケイ子 

◎開会点鐘            会長 入沢 修自 

◎国歌「君が代」斉唱 

ロータリーソング「我らの生業」 

          ソングリーダー 吉沢 洋景 

◎「四つのテスト」唱和   

ＳＡＡ・親睦委員 伊澤 ケイ子 

 ◎お客様紹介           会長 入沢 修自 

東京たまがわロータリークラブ 会長 小川 勝彦様 

      〃        幹事 廣瀬 由香様 

卓話講師       プロレスラー 飯野 雄貴様 

◎会務報告            会長 入沢 修自 

昨日、当クラブ 30 周年記念事業の一環準備として、駐

日ラオス大使館を訪問しました。参加者はラオス・カン

ボジア小児病院支援訪問の参加申込者に加えて、フレン

ズ・ヴィズアウト・ア・ボーダーから赤尾和美代表と事

務局の長野様にご参加頂き、駐日特命全権大使であるヴ

ィロード・スンダーラー大使と 30 分程度、今後に向け

た実りある懇談の時間を持つことができました。 

◎幹事報告            幹事 田崎 博実 

配布：ロータリーの友 2月号、東京たまがわロータリー

クラブ創立 30周年パンフレット 

回覧：第 7回「奉仕のつどい」ご案内再回覧、5月に行

われる「あなたのロータリーフェスティバル」に於いて

多摩東グループが出店する件、消防少年団活動へのご協

力についてと出欠表、ＩＹＦＲ会員募集、フレンズ、今

月の出来事 2019 年 11 月～12 月、たまがわロータリー

クラブ 30周年記念式典出欠 

他クラブ例会変更：事務局にお問い合わせください。 

◎次年度会務報告 副会長 萩生田 政由 

次年度峯岸会長は研修でお休みです。 

   

◎クラブ創立３０周年記念式典の

ご挨拶 東京たまがわロータリー

クラブ 会長 小川 勝彦様 

来月 3月 6日に 30周年記念式典を

開催する予定です。皆様の沢山のご

参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

◎幹事 廣瀬 由香様 

今回の 30周年記念講演と致しまし

てパラリンピアの柔道家でありま

す、初瀬勇輔様にお見え頂きくこと

となっております。初瀬様は最初弁

護士を目指されて東大進学を考え

ていた時、失明をされた。しかし希

望を捨てずに、中央大学の法学部に進学し、卒業後会社

を起業しました。会社は障がい者と健常者をつなぐ、障

害者を会社に紹介するリクルートの会社で、ご自身はパ

ラリンピアンとして柔道を、北京パラリンピックの 90

キロ級に参加したことを始め、色々な大会で優勝をされ

ております。ご自身も障害者として頑張りながら、障害

者と健常者の架け橋に貢献しているということで、ロー

タリーの精神にもつながることが多いのではないかと

思います。 

 

 【 委員会報告 】 

◎各委員会・他 

 スクラッチ会のお知らせ ゴルフ部長 菊池  敏 

 

◎出席報告      出席奨励委員会 菊池  敏 

会員総数                28名 

出席義務免除者           6名 

出席者数 出席義務者           15名 

出席免除者        6名                                     

計                21名 

出席率    21/28  = ７５.００％ 

 

◎ニコニコＢＯＸ  ＳＡＡ・親睦委員 福岡  均 

たまがわ RC小川会長 本日、３０周年のご挨拶にまい    

りました。宜しくお願いいします。 

 廣瀬幹事 ３０周年記念式典のご挨拶で伺いました 

      お時間をいただきありがとうございます。   

 入沢 修自 小川会長、廣瀬幹事ようこそ。 

       飯野様卓話宜しくお願いします。  

田﨑 博実 娘が大妻多摩に合格しました。 

足立潤三郎 30周年記念式典にラオス大使の参加 

      要請にラオス大使館へ行って来ました。 

      大使にもお会いしました。 
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 杉山 真一 飯野様卓話よろしくお願いいたします。 

 伊澤ケイ子 お客様ようこそ 

       コロナウィルス大変です！！ 

 萩生田政由 お客様ようこそ❢ 

 菊池  敏 飯野様卓話楽しみにしております。 

 遠藤 二郎 もうすぐ春ですか？ 

 関岡 俊二 お客様ようこそ。 

 大松 誠二 昨日ラオス大使にお会いできました 

       30周年に来ていただけます。 

 三田みよ子 小川さんようこそ、飯野様卓話楽しみ 

です。 

 堤  香苗 今日は「ノーサイドゲーム」のお話 

       楽しみにしています！飯野雄貴さん 

       よろしくお願いします。 

 初野 有人 新型ウィルスよりコロナビールが好き 

です。 

 福岡  均 お客様ようこそ！ 

 

本日の合計￥２４，０００（累計￥５２９，００３円） 

 

◎卓話者紹介    プログラム委員長 堤  香苗  

最初にＴＢＳの下町ロケットの枠、日曜劇場で昨年度は

ラグビー・ワールドカップに呼応する形で、ノーサイド

ゲームというＴＶドラマがありまして、このドラマのナ

ンバー1 番として出てお

りましたのが、地元多摩

市豊ヶ丘で幼少から育た

れたのが飯野雄貴さんで

す。 

      

◎卓話「ノーサイドゲー

ムの裏側」 プロレスラ

ー 飯野 雄貴様 

私は生まれも育ちも多摩

で大学は国士舘大学でした。ノーサイドゲームに出演し

たきっかけは、大学のＯＢ監督から面白くて変わってい

る奴ということでオーディションを受けることになり、

最初プロレス風に台本読んでしまったら、何でお前はそ

んな演技をするのだと監督から怒られて役者を舐めて

いるのかと言われてしまったのですが、次の日にマネー

ジャーから受かったと言われて合格したしました。監督

は福沢さんで、半沢直樹とか下町ロケットが代表作で福

沢諭吉さんのひ孫に当たる本当に凄い方です。監督はリ

アルを追求したい、変なラグビーのドラマは作りたくな

い、だから合成もしたくない、本気でタックルをしてス

クラムを組んでぶつかり合いをして欲しいということ

で、本当に過酷な撮影でした。最終話も 30分位のシー

ンを 1週間かけて撮

る。最後の膝がグキ

ッとなるシーンを30

分かけて撮る。1個 1

個細かく撮ってボー

ルが落ちるシーンも、

ボールを落としてい

いタイミングで撮る。

本当に過酷で3年ぶり

のラグビーだったの

で体がボロボロにな

りました。エキストラ

の人もキャノンイー

グルとかのプロの方が相手だったので、100で来てくだ

さいと要求される。引退して 10年やってないのに相手

がガチで来るので、本当にリアルに体を痛めるような状

況でした。大泉洋さんはＴＶで見るように本当に気さく

で明るい方でした。500人以上オーディションを受けま

した。合格したのは 5～6人、役者の人が 3人位。自分

の実名になったのは自分がプロレスラーの本名でやっ

ておけば、ＴＶをプロデューサーが見れば調べて検索で

きるだろうと。愛のある監督でした。プロレス団体の芸

能部で俳優はあまりやってなかったが、ノーサイドゲー

ムからそういう話しが来るようになった。今年も映画が

決まったり舞台が決まったり。プロレスラーになって 2

年ですが、まともにプロレスをしていない。首はブリッ

ジで鍛えている。肩の総合筋を鍛えるとケガが少なくな

る。毎日 4時間トレーニングをしている。ベンチプレス

は 200キロとかでやっている。かなりハードにやってい

る。健康診断は大丈夫でした。大きな相手とやる恐怖は

なくなりました。プロレスラーになったきっかは、教員

の免許も持っていたのですが、ラグビー面白くないなと

思い始めてしまって、プロレスがいいなと思ってプロレ

スラーになりました。大学の監督に言ったら怒られまし

た（笑）。 

 

◎お礼と閉会点鐘        会長 入沢 修自 

（今週の担当 福岡  均） 

 

 創立３０周年記念式典にラオス大使ご出席のお願い 

に足立統括委員長 関岡記念事業委員長 会長が 

ラオス大使館を訪問しました 

ラオス人民民主共和国大使館 駐日特命全権大使 

ヴィロード・スンダーラー様  

三等書記官 スリデート・セングマニー様にお会いして

きました。 


