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〈 例会日〉毎週水曜日12：30～13：30〈会場 〉パレスホテル大宮
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客様、会員の皆様こんにちは
まずはじめに、日曜日の地区大会
には大勢の会員の皆様にご参加い
ただき本当にありがとうございました。
岩井会員の永年表彰時の会員の皆様の大
きな声援、そして圧巻は中川ガバナーを輩
出する次 期地区大会ホストクラブとして約
50人の会員の皆様とステージに登壇しての
地区大会参加者の皆様への挨拶でした。
私の15年を超える会員歴の中でもステー
ジに収まり切れない程の１クラブの会員の登
壇のシーンは記憶にありません。会員歴50
年を超える岩井会員の永年表彰と45年ぶり
に中川ガバナーを輩出し、新たなクラブの歴
史を作るという、いわば温故知新を具現化
した１日でしたが、その素晴らしい瞬間に
50人の会員がご参加頂き、１年間歴史と伝
統の大宮RCの運営を会長として預かる私と
して、本来大いに喜ぶところですが、正直
に申せばどんどん集まってきてくださる大宮
RC会員の皆様にただ呆然と驚いていたとい
うのが 正 直なところです 。 その 後の 大 宮
RCの懇親会にも40名を超える会員に参加
頂き、共に盃を挙げ楽しい時間を持てたこ
とは、大宮RCの会長として改めてロータリー

卓

の友情に感謝しました。
次年度大 宮 RCは、2770地区を動かすエ
ンジンとして、クラブの枠組みを超えた社会
奉仕、国際奉仕、青少年奉仕に中川ガバナー
を中心として地区そして世界のロータリーに
影響を持つことになります。そのためにも今
年度は、大宮RCのメンバーが次年度にしっ
かりとしたスクラムを組めるように準備をし
なければなりません。スクラムで重要な、会
員一人一人の個の力を強めるための職業奉
仕、そして個の力をチームワークで強固に結
びつけるための親睦を中心としたクラブ奉仕
に更に充実させ、世界に良いことをするロー
タリーのフロントランナーとして皆様と共に
活動しましょう。
さて、本日のゲストは全日本プロレスの福
田オーナーと大森隆男選手にお越しいただ
きました。プロレスファンの方もそうでない
方もどこかの時代のプロレスラーの名前を1
人は挙げることができると思います。私は
以前大成に住んでいました。プロレスファン
にとっての聖地大宮スケートセンターから徒
歩1分、小学校、中学校とプロレスの大会が
あるときはクラスの誰かがもらってきた立ち
見の招待券を握りしめ、遠くからリングを見

話

全日本プロレスオーナー

大森隆男 選手
世界タッグ王者

大森隆男 選手

江本 オールジャパンプロレスリングの福田剛紀オーナーです。慶応大学経済学部を卒業後
家業である武蔵工業に入社されました。以来実業家として大変お忙しい毎日をお過ごしです。
ビジネスマンの顔を持つ一方アスリートとしても少年期から水泳選手として活躍していま
す。現在もマスターズでは日本レベルの選手として現役です。また全日本プロレスの他に BJ
リーグ埼玉ブロンコスのオーナーでもあります。浦和北ロータリークラブのパスト会長で現
在 2770 地区第 2 グループのガバナー補佐を務めています。
そして本日のメインゲスト大森隆男選手です。
1992年デビュー。城西大学でアメリカンフッ
トボールの選手として活躍されアニマル浜口ジムでトレーニングし全日本プロレスに入団。3
冠ヘビー級王座など多くのタイトルを獲得されています。高山善廣選手とのタッグ NO
FEAR や征矢学選手とのタッグ GET WILD も大変人気を博しました。元横綱審議会の内館
牧子さんからは「ノーブルな正統派美男子」と評され、
非常に紳士的な選手としても有名です。
現在オールジャパンプロレスの取締役をされています。
まず福田剛紀オーナーから全日本プロレスのオーナーになった感想をお願いします。
福田 所有している東京のビルに全日本プロレスの事務所がテナントとして入居してきことが
キッカケでした。様々な相談を受ける中で経営が大変な状況であることは知識としてあった
のですが、立て直せるという実感のもと何とか2年間経営を続けることができました。
江本 ジャイアント馬場選手の強さについて大森選手お願いします。
大森 全日本プロレスに入ったときに一番最初に馬場さんから何もかもを教わりました。プロ
レスのことだけでなく人との接し方などその教えのままに今までやってきたと思っています。

大宮ロータリークラブ

［ 創立 ］昭和30年12月2日 ［事務局 ］〒330-0802 さいたま市大宮区宮町1-95岩井ビル2-2階
［ TEL ］048-645-0130［ FAX ］048-647-1714［ E-mail ］o-rotary@bz01.plala.or.jp
［ HP ］https://omiya-rc.jp
http://www.orotary.hs.plala.or.jp/

No.3068
3052

たものでした。テレビ放映でアントニオ猪木
の入場で私とのシーンがアップになり、古舘
伊知郎アナから「今少年ファンとがっちり握
手をしてアントニオ猪木の入場です！」とア
ナウンスしてもらい翌日学校で大きな話題に
なったこともありました。もちろんバックド
ロップ、パイルドライバー、コブラツイスト、
４の字固め、インディアンデスロック、スピ
ニングトウホールドは当時の得意技でした。
大成中学のエアマットでダブルブレーンバス
ターの失敗から脳天から垂直に落ち死にか
けたことも今となっては良い？思い出です。
大森選手は現在全日本プロレスで秋山準
選手と世界タッグ王者ですが、さまざまな
団体の多くの選手と闘っています。今日は
福田オーナーと共にプロレスの伝説のスー
パースター達について語っていただこうと思
います。
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本日も最後までお付き合いの程よろしくお
願いいたしします。

2017-2018年度 大宮ロータリークラブ会長

江本 尚浩

馬場さんのチョップは凄く痛いです。痛みは僕も馬場さんの真似事ならできますので、どなたか
に実際受けていただくしか無いのですけれど（笑）

世界タッグ王者

福田剛紀 様
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江本 では手も大きいということですね。
大森 そうですね。手も大きいし、小指の下の硬い部分を2階から振り落とされるイメージで
す。実際には勢いが無く感じるかもしれませんが上から落ちてきたものが頭に当たるという感
覚です。映像でみると馬場さんは細く見えますが実際はとても大きく太いです。
江本 福田オーナーからプロレスファン感謝デーのことも含めて今後のことをお話いただきた
いと思います。
福田 12月17日夕方4時から埼玉大学の裏にありますサイデン化学アリーナのサブアリーナの
方で試合を行いますので来ていただければと思います。収支を早く黒に出来るよう頑張ってま
いりたいというところが本音です。そのためには皆様のお力添えが無ければ成し得ませんので
どうぞよろしくお願いいたします。
江本 最後に大森選手にプロレスの魅力とご自身にとってプロレスとはというところをお願い
いたします。
大森 やはりプロレスの魅力は非日常性にあると思います。身体の大きい者同士がぶつかり
合って、通常ではありえない戦いを皆さんの前で繰り広げるというところが魅力だと思います。
子どもの頃大好きだったプロレスの
世界に夢を抱いてレスラーになりま
した。これから益々その好きだった
プロレスを体現してやっていけるよ
うに頑張っていきたいと思っており
ます。先ほどオーナーよりお話が
あった12月17日埼玉大会に是非、
間近で見に足を運んでいただけれ
ばと思います。よろしくお願いいた
します。

2017-2018年度 RI会長 イアン H.S. ライズリー

2017-2018年度 第2770地区ガバナー 大貫 等

ロータリー：変化をもたらす

新たな行動

新たな感動
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1 週間ぶりの再会の握手

さいたま新都心ロータリークラブ 茂呂修二様

大阪北ロータリークラブ

左から…大森隆男選手／江本尚浩会長／福田剛紀様

幹事報告 [ 齋藤会員 ]

委員会報告 [ 山本会員 ]

委員会報告 [ 荒井会員 ]

点鐘

島田誠様

委員会報告 [ 善行地会員 ]

米山功労者感謝状の贈呈

委員会報告 [ 岩田会員 ]

ニコニコボックスの報告 [ 三浦会員 ]

大宮駅周辺清掃活動
日時：2017 年 11 月 19 日（日）

左から・・・

メジャードナー顕彰午餐会

TRF管理委員長 ポール・ネツェル様

日時：2017 年 11 月 21 日（火）
場所：グランドニッコー東京台場

R I 会 長 イアンH.S.ライズリー氏

北清治 財団管理委員
平田繁会員
田中作次 元Ｒ
Ｉ会長
RI会長令夫人

◆ ニコニコボックスのご報告 ◆
本日はどうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

〈福田剛紀様〉

福田ガバナー 補 佐にお声がけ頂き
メーキャップに参りました。
中川先生
はじめ大宮ＲＣの方々には大変お世
話になっております。本日よろしくお
願い致します。

〈さいたま新都心ＲＣ

茂呂修二様〉

全日本プロレス福田様・大森様、
卓話
よろしくお願いします。

〈江本尚浩〉

福田さんお久しぶりです。
卓話ありが
とうございました。

〈岩﨑

彰〉

全日本プロレス福田様・大森様、
卓話
ありがとうございます。

〈本多 隆・永嶋良一・中川高志・進藤
博司・山本和保・小林憲樹・竹内裕司・
石井 宣子・石井 優・内 藤 考三・諏 訪
慶三・浅野 仁・矢崎直良〉

大森選手、パレスホテルにも熱狂的
なファンがたくさんいます。
ますます
のご活躍をお祈り申し上げます。

〈小坂良二〉

当 日

11月15日
前々回

11月１日

例

ジャイアント馬場の時代が懐かしい
です。

〈清水啓生〉

大森様、
卓話楽しみにしています。

〈辻本恵太〉

大森選手ようこそ。

〈齋藤守毅〉

地区大会では多くの会員の登壇あり
がとうございます。

〈中川高志〉

地区大会に出席した皆様お疲れ様で
した。

〈飯野耕司〉

先日の地区大会に大勢のご参加あり
がとうございました。

〈江本尚浩・齋藤守毅〉

石井部長、
千日会お疲れ様でした。

〈江本尚浩〉

祝原さん、
司会ありがとうございます。

〈飯野耕司・櫻井義久・三浦 守・岩田
尚明・善行地潔・齋藤守毅〉

祝原さん、
司会ご苦労様。

〈小林治夫〉

祝原さん、
司会お疲れ様です。

〈森

正志・小川武士〉

本日司会を務めます。よろしくお願い
します。

〈祝原英隆〉

飯野さん・小林さん、
米山功労おめで
とうございます。

永年在会表彰を年次会で頂いて。

〈岩井良彦〉

先週末、石巻に行って来ました。東北
の方々はいつも笑顔で迎えてくれま
す。

〈橋本和久〉

本日早退させて頂きます。

〈福島謙二〉

先日の地区大会お疲れ様でした。来
年6月のトロント国際大会も皆様の
力で盛り上げていきましょう。

〈長谷川剛〉

〈江本尚浩〉

お客様、
ようこそ。

〈江本尚浩・大瀧榮壽・永嶋良一・岸 聡・
岩瀬雄一・中川高志・徳山義行・櫻井
義久・鈴木俊一・齋藤守毅〉

11月15日の合計金額

会

会

第30６6例会

67,000 円

（11月15日までの累計金額1,154,000円）

祝原さん、
司会はよろしくお願い致し
ます。

ご協力ありがとうございました。

〈江本尚浩〉

第30６8例会
例

柴田ガバナー補佐、
ようこそ！

〈齋藤守毅〉

会員数
（出席者算定者数）

出席者数
（出席率）

76名
（74名）

45名
（60.81%）

メークアップ

修正出席率

9名

81.08%

次回例会案内

2017年12月2日（土）・12月3日（日）
クリスマス婦人同伴例会

2017年12月6日（水）は、休会です。
2017年12月13日（水）12：30点鐘 パレスホテル大宮

【卓

話】大宮むさしのクリニック院長

穴見公隆会員

