
                

 

 

 

 

 

 

【2021-22 年度 地区方針】“クラブ基盤のさらなる充実強化”〜会員の増強こそが最大のサービス（奉仕）〜

〜   

 

 

 

 

 

 

 

 

                

    例 会 報 告       

 開会点鐘  貝田 充会長  

 司  会   渡邉 新治会場監督 

 合  唱   ロータリーソング 

         「我らの生業」 

クラブソング  「拓け未来へ 拡げる友の輪」 

 お客様紹介 斉藤かおり親睦活動委員 

＜新極真会 東京城南川崎支部＞ 

・第 52・53回全日本空手道選手権無差別ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ 

 入来 建武様 

・第 7回全日本世界ｳｴｲﾄ制空手道大会 日本代表 

 吉澤 穂高様 

・第 7回全日本世界ｳｴｲﾄ制空手道大会 日本代表 

 飯野 駿様 

 

・かわさき市民放送（株） 代表取締役 大西 絵満様 

・第 2590地区ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ 川野 正久様 

（川崎北 RC） 

・川崎北ロータリークラブ  クルーズ・由美子様 

今後のプログラム予定 

        4月・5月 プログラム名 

     4月 26日      休 会 

     5月 3日      休 会 

    5月 10日 

会員お祝い 

米山奨学金授与式 

卓話 会員卓話 

小丸 日出夫会員 

「RLI 活動について」 

出 席 報 告 鹿島 義久出席委員長 

会員数 出席数 欠席数 出席率 前々回訂正出席率 

43 名 38 名 

4 名 

対象外 

（4） 

100％ 

欠 6名 

対象外 

（3） 

MU0 名 

 

95.00％ 

 

【本日の欠席者】  三木 治一会員  小林 敏伸会員 

志村 修司会員  島 利夫会員 

ニコニココーナー片岡 英之会場監督（補） 

川野 正久様：本日久しぶりに例会に出席させて頂き

ます。よろしくお願い致します。入来さんの

お話楽しみにしておりました。 

クルーズ・由美子様：いつも大変お世話になりありが

とうございます。本日はご一緒できるのを

楽しみに参りました。夫が新丸子で英語

の教室を始めました。どうぞごひいきによ

ろしくお願い致します。 

朝山 浩様：入来様応援しております。今後ともよろし

くお願い致します。 

貝田 充会長：入来建武様始め新極真会東京城南支

部の皆様、本日は当クラブにようこそお出

会   長     貝田 充 

副 会 長     金子 利昭 
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で頂きました。コロナ禍のモヤモヤを吹き

飛ばすような素晴らしい演武を楽しみにし

ております。 

原 敏之幹事：入来様・吉澤様・飯野様本日はお忙し

いところありがとうございます。演武楽しみ

にしております。 

金子 利昭副会長：お世話になります。今まだコロナ

感染症がおさまらず大変ですね。お体を

大切にお過ごしください。 

川口 禮敬会員：入来建武先生卓話ありがとうござい

ます。楽しみです。 

稲富 正行会員：全日本空手道選手権無差別級ﾁｬﾝ

ﾋﾟｵﾝ入来建武様、本日は連会員へご参加

頂きましてありがとうございます。卓話楽

しみにしています。ますますのご活躍を祈

念しています。 

内藤 幸彦会員：新極真会 東京城南川崎支部所属

入来建武様全日本空手道無差別級 3度

目の優勝おめでとうございます。また今年

秋の世界選手権飯野さん共々頑張って下

さい。またかわさき FM大西絵満社長今

日のロータリー例会をお楽しみ下さい。 

朝山 秀男会員：入来様応援しております。 

冨岡 昭一会員：入来建武様、本日の卓話楽しみに

拝聴させて頂きます。 

堀一 慶明会員：入来様・吉澤様・飯野様演武楽しみ

です。 

朝倉 和信会員：入来さん卓話楽しみです。よろしくお

願い致します。 

渡邉 新治会員：卓話楽しみにしています。本日もよ

ろしくお願い申し上げます。 

 

合計   14件 27,     19,000 円 

累計  302件 399,000 円 

会 長 報 告 貝田 充会長 

１． 地区よりロータリー財団へウクライナへの

災害義援金送金の件の報告が届いてお

ります。詳細は回覧致します。 

２． 中原区民祭実行委員会より第 43 回なか

はら“ゆめ”区民祭賛助金の取り扱いに

ついてのお知らせ及び活動報告書が届

いております。（令和元年度に頂いた賛

助金については、令和 4年度の区民祭に

充当）詳細は回覧致します。 

３． 横浜東ローターアクトクラブより創立 50周

年記念式典のご案内が届いております。 

日 時：5月 7日（土）13：00〜16：00 

場 所：ハイブリッド方式 ⓵ホテルキャメ

ロットジャパン ②ＺＯＯＭ詳細は回覧致

します。 

 

４． 東京東大和ロータリークラブより創立 50

周年記念講演会のご案内が届いておりま

す。ポスティングしております。 

５． 公益財団法人 川崎市国際交流協会より

「外国人市民によるスピーチコンテスト」

支援へのお礼状と季刊誌が届いておりま

す。回覧致します。 

６． 先日の卓話者 NPO 法人シャイン・オン・

キッズ事務局長 ニーリー美穂様よりお

礼状が届いております。 

回覧致します。 

幹 事 報 告 原 敏之幹事 

１． 例会変更 

   川崎大師 4 月 20 日（水） 移動例会 ボッチ

ャ大会 12：00〜カルッツかわさき 

2階 小体育館 

            4月 27日（水）   休会 

   川崎とどろき 4月 25日（月）   休会 

２． 再来週 4/26は休会です。 

卓   話  

＜新極真会 東京城南川崎支部＞ 

・第 52回・53回全日本大会空手道選手権

無差別チャンピオン  

  入来 建武（いりき けんぶ）様 

・第 7回全世界ウエイト制空手道大会日本

代表 吉澤 穂高（よしざわ ほたか）様 

・第 7回全世界ウエイト制空手道大会日本

代表 飯野 駿（いいの はやと）様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本日は、東京城南川崎支部から参りました、

入来建武と申します。只今の演武いかがでした

でしょうか。私は今２６歳で子供が２人いて楽

しく過ごしております。父が新極真会の空手道

場の師範を務めておりまして、私が空手を始め

たのは５歳の時です。兄が２人おり兄の影響で

始めたのですが、小学生の頃は空手が嫌いでし

た。その頃は試合にも勝てず、そもそも運動が

嫌いでした。でも始めたものは止めるわけにも

いかず頑張りました。中学生になると体も大き

くなり、初めて大会で３位に入賞しました。そ

うなるとやる気も起きてきます。そして、中学

２年生の時初優勝しました。その後も何度か優

勝し自分は強いと錯覚に陥りました。世界大会

にも出場し、成績も残しましたが、悔しい思い

もしました。強くなりたいと思い、生活習慣を

変え肉体改造をしました。そんな中、コロナ過

が始まり対人練習ができなくなり一人で考える

時間が増え反対に、楽しく感じました。そして

２０２０年コロナ禍の中、無観客での全日本選

手権が行われ優勝する事が出来ました。４年ぶ

りの優勝と言われました。2021年全日本選手権

無差別級でも無時優勝する事が出来、２連覇を

達成する事が出来ました。 

今一番思うことは、空手を辞めなくてよかっ

たな、辞めさせないように育ててくれた父に本

当に感謝します。次は、小学校６年生の時、卒

業文集で世界チャンピオンになりたいと書いた

事を挑戦したい。今、ロシアとウクライナの戦

争でどうなるか分かりませんが、今年の９月に

ポーランドで世界大会が開催される予定です。

そこで、父と私の共通の目標である世界チャン

ピオンに向かって頑張っていきます。今後とも

よろしくお願いします。ご清聴ありがとうござ

いました。 

 

 

 

 

 

 

 


