2018-2019 年度 RI テーマ ：インスピレーションになろう 〜BE THE INSPIRATION 〜
HIRATSUKA RC テーマ
：ロータリー活動を楽しもう
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BE THE INSPIRATION

１．真実かどうか ２．
みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．
みんなのためになるかどうか
会長 : 杉山 昌行

副会長 : 鳥山 優子

2019 年 4 月 11 日

幹事：木村 義広

第 3201 回

会報委員長：青山 紀美代

週報第 3201 号

4 月 11 日

会員数 58 名

対象者 56 名 出席者 42(40) 名

出席率 72.41 %

前々回

3 月 28 日

会員数 59 名

対象者 57 名 出席者 39(38) 名

出席率 67.24 %

本日の卓話者ご紹介
OPBF東洋太平洋女子アトム級王者、
日本女子アトム級王者 松田 恵里様

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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名

修正率

日
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連絡先

72.41 %

「怖さを受け入れる」

試合をする上で、恐怖感が消えることありません。誰か
が恐怖感を消してくれるものでもありません。それを受け入
れ、自分を落ち着かせることができるのは自分がここまで
やってきた過程だと感じます。怖いという感情は、決して悪
いものではないと思うようになりました。

「応援の持つ力」

自分が好きでやっているボクシングを自分のことのように
応援してくださる方々がいることがとてもありがたく、大き
な力になっています。自分の目標を達成するためだけでな
く、応援してくださる方々のためにも勝つ、チャンピオンで
居続けたいという気持ちが強くなりました。応援してくださ
る方々がいてくださることも頑張れる理由になりました。

「好きこそ無敵」

卓話
「プロボクサー松田恵里
デビューからわずか 7 か月！
プロ 3 戦で 2 冠王者への道」
OPBF東洋太平洋女子アトム級王者
日本女子アトム級王者 松田 恵里
「チャンスを掴む準備」

チャンスはいつ自分に回ってくるかはわかりません。わ
たしにはプロ２戦目という非常に速いタイミングでチャンス
がきました。チャンスを掴むことに早い遅いは関係ありませ
ん。どんなタイミングでチャンスがきても掴める準備（肉体
面、精神面、技術面）をしているか、常に目標を明確にして、
その目標のために準備をしているかが重要だと思います。

「自分自身と向き合う」

ボクシングと向き合うということは自分自身と向き合うと
だと思っています。自分を理解する、強さ、弱さを知る、
そして強さを求め常に練習をします。大きな成果を得るた
めに毎日毎日小さな選択を繰り返し、試行錯誤します。自
分に都合のよい選択ではなく、目標を達成するために最善
だと思う選択をしていきます。ただそれがすべて結果につ
ながるかはわかりません。いいところも悪いところもすべて
が自分に返ってきます。そしてまた自分を見つめなおす、
という繰り返しで少しずつ前に進んでいきます。

いろいろなことがありますが、最終的にいつも行きつく
終着点はボクシングが好きということです。好きだから強く
なりたいと思い、うまくいかないと落ち込む、負けたら悔し
い、プラスな気持ちだけでなくマイナスな気持ちもそのこ
とに興味があるから、好きだから考えるのだと思います。
こんなに好きになれるもの、夢中になれるものができてす
ごく幸せです。

「今後の目標」

日本・東洋のベルトを防衛し、自分のボクシングを追及
していき、
さらに上の世界チャンピオン目指して頑張ります。
応援よろしくお願い致します。
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■講師プロフィール
松田恵里 ( まつだえり ) 様

伊勢原市出身現在は平塚市在住
平成 6 年 6 月 6 日生まれ（24 歳）
伊勢原中学校／海老名高校
桐蔭横浜大学スポーツ健康政策学部スポーツテクノロジー
学科卒業
実家がトレーニングジム（松田健康スタジオ）のため運動
に常にかかわる環境で育つ。
幼いころからスポーツ女子で、空手７年・テニス 6 年・
陸上３年・サッカー１年と様々なスポーツを経験。
高校２年のときにボクシングをはじめ、アマチュア 33 戦
21 勝（９KO）12 敗。愛媛国体フライ級 5 位入賞、全日本
ランキングライトフライ級４位が最高順位。
2018 年プロ転向を決め、２月に B 級プロテストを受験
し合格。同年 8 月プロデビュー。日本アトム級５位、OPBF
同級３位の葉月さな選手に判定勝ちし、日本アトム 3 位、
OPBF 同級３位にランクイン。同年１２月、OPBF4 位の
慶美奈代選手と OPBF 東洋太平洋女子アトム級王座決定戦
で判定勝ちし、念願のチャンピオンになる。プロ２戦目で
の王座獲得は日本ボクシング史上男女最速となった。

お誕生祝いを受けられた大正生まれの升水富次郎会員。
令和に向かって益々お元気です！
委員会報告
・友好クラブ委員会 平井敬規副委員長
花巻RCへの訪問日程、6/3(月)〜4(火)に決まりました。
申込みはFAXかメールにて。皆様、ぜひご参加下さい！
・出席委員会 米山範明委員長
4/18(木)例会は、委員会別のテーブルです。
より良いコミュ
ニケーションを取っていただき次年度引き継ぎがスムー
ズに行われますよう、
ご協力宜しくお願い致します。
・ロータリー財団委員会 白石慎太郎委員長
ロータリー財団へのご寄付に、
あともう少しご協力戴ける
方を募っております！何とぞ宜しくお願い致します。
・親睦委員会 山口紀之副委員長
5/23(木)春の家族会、バスで午前中出発、皇居見学、夜は
屋形船、
さらに楽しい企画もありますのでふるってご参加
を。
メークアップ（MUP)
葛西

幹事報告
◎先週お願いいたしました次年度各委員会の委員長、副委
員長の打ち合わせ会が来週の月曜日から始まりますので、
未回答の方は三日間のいずれかの日にご出席の回答を
至急お願いいたします。
◎新旧理事・役員・副役員・委員長・会計・会計監査の引継ぎ
会の回答と委員会報告と質問事項の回答のご提出もお願
いいたします。
日時：5月10日
（金）18:30〜20:00
場所：平塚商工会議所特別会議室
会議終了後に商工会議所向いの相山会員のお店
“メゾンド・アッシュエム”にて懇親会を開きます。
会費は6,000円です。
出欠を4月20日
（土）
までにお願いいたします。
◎相模原かめりあRCが2018年9月13日に国際ロータリーク
ラブより認証され、4月14日
（日）
にチャーターナイトを開催
されます。
当クラブから木村幹事が出席いたします。
クラブ会報委員会

◎ 青山 紀美代

3名

敬、常盤卓嗣、山口紀之会員

本日のスマイル

8名

ゲスト

2名

OPBF東洋太平洋女子アトム級王者 松田恵里様
チームテンカウント 会長
鳥海 純様
1名

ビジター
平塚湘南ロータリークラブ

野崎審也様

卓話・行事予定
4月18日(木)
4月25日(木)

入会記念卓話： 武澤武彦会員
卓話：
（株）JTB 取締役
訪日インバウンドビジネス
推進部長 坪井康博様
現在ございません

市内例会変更
○ 鈴木 忠治

清水 雅広

馬上 晋

