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［第 3 グループ内の例会日］

狭山(金)、新狭山(月)、入間(木)、入間南(火)、飯能(水)、日高(火)、狭山中央(火)
所沢(火)、新所沢(月)、所沢西(水)、所沢東(木)、所沢中央(月)

第 1003 回(7 月 29 日)例会の記録
点 鐘
合 唱
第２副ＳＡＡ
卓話講師
ビジター
※出席報告
会員数
36 名

稲見 淳会長
手に手つないで
片山君、小島君
元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者
戸高秀樹様
東京蒲田ＲＣ 中島光一様

出席者数
32 名

会長の時間

出席率
88.24％

前回修正
81.82％
稲見会長

今日のお話しは富士山です。日本一の標高（3776
メートル）を持つ富士山
は、日本人にとって、山
のイメージの原型です。
信仰の対象としても、古
くから親しまれています。
平成 24 年 6 月に世界遺
産に登録された富士山で
すが、平成 25 年の 7 月 1
日〜8 月 31 日までの登山
者数は、31 万人だそうです。世界遺産に登録され
た平成 24 年が 31.8 万人で、前年から 2.5 万人ふ
えていますが、平成 25 年の去年は、少し減ってい
るというわけです。
世界遺産の効果はそれほどなかったのかもしれ
ませんが、あまり登山者が増えるといろいろ問題
が起こりますから、あまり増えないほうがいいの
かもしれません。
それでは、まず、富士山はだれのものか、とい
う話をしてみます。
だれのものかって、みなさん、富士山はみんな
のものと思っていると思います。でも、
実際はそうではないのです。国のもの、県のもの、
市町村のものでもないのです。
富士山の八合目付近から上は、実は私有地なの
です。いったいだれが所有しているかというと、

全国に 1300 以上あり富士宮市宮町に総本宮を構
える浅間神社という神社なのです。
歴史的にみると浅間神社と富士山の結びつきは
古いようで、そもそもの持ち主は、あの徳川家康
だそうです。1606 年に家康から浅間神社に寄進さ
れたと伝えられています。
ところが、明治維新後の 1871 年に国有地化され
ます。そして、太平洋戦争後、全国で国有化され
た土地が寺社へと返還されますが、富士山頂だけ
は一部を除いて返還されませんでした。
浅間神社は、国を相手取って裁判を起こします。
1974 年の最高裁判所の判決によって、あらためて
浅間神社のものと認められたのですが、それでも
なかなか返還されずに、2004 年、財務省東海財務
局が県境問題よりも優先することで調整し、よう
やく無償譲与、して 134 年ぶりに、富士山山頂は
もとの持ち主である浅間神社に戻ったという歴史
があります。
しかしそれ以降も実質的には国が頂上の管理を
続けているのです。その理由は、浅間大社に 8 合
目以上の部分を譲渡しようにも、土地の測量、境
界線設定、登記簿の作成などの作業が遅々として
行われていないからです。よって、富士山頂部の
登記書類は存在していません。
富士山頂は静岡、山梨県知事怒る。
山梨・静岡両県にまたがり、県境が決まってい
ない富士山頂付近の住所が国土地理院のＨＰ上で
「静岡県富士宮市」と表記されていることがわか
り山梨県の横内正明知事が
近く国土地理院に是正することを求める考えを示
した。山頂付近は境界未定地、行政機関のＨＰで
誤解を与えるような表示は適切でない。」と話して
いる。
ちなみに、頂上にある郵便局は、富士宮郵便局
が管理運営をしています。売店はそれぞれが話し
合い、税金を山梨県と静岡県に通して収めていま
す。
8 合目より下の部分は、山梨側は山梨県で管轄
し、静岡側は静岡県で管轄しています。ちなみに

8 合目から麓にかけてのおよその境界線はあるも
のの、はっきりしたものではないそうです。よっ
て、事件が発生した場合には、山梨県警と静岡県
警での話し合いがもたれるケースが多いとのこと。
現在も誰かが独占しているというわけではない
富士山。世界遺産なのですから、みんなで管理し、
守っているという方が合っているかもしれません。

幹事報告

江原幹事

(定例理事会)次の件が審議・承認されました。
(1) 8･9 月分プログラム承認
(2) 入会希望者 2 名承認
1. 奉仕部門合同セミナー開催について
2. 地区事務所、夏期休暇について
3. 青少年育成のためのボーイスカウト運動支援
について
4. 青少年を育てる狭山市民会議第 3 回理事会報
告について
5. 例会変更 狭山ＲＣ
6. 受贈会報 所沢西ＲＣ

委員会報告
公共イメージ) ) ) ) ) ) ) ) ) 栗原(成)委員長)
7 月 26 日（土）、紫雲閣で公共イメージ委員会
のセミナーがございまして、出席して参りました。
当クラブからはガバナー補佐の沼崎さんが、第 3
グループの中心ということで、出席されておりま
す。各クラブの公共イメージに関して、ロータリ
ーをどのように一般市民に知ってもらうかという
ことについてそれぞれ発表があり、当クラブの取
り組みについても発表してまいりました。そして、
元楽天の取締役 小林司さんの講演もありました。
年度計画書にも書いてありますが、過去の実績
と致しまして、フリーマーケットによる売上金を
社会福祉に寄付しているということ、ネパールに
小学校を建設したということ、入間川七夕祭りに
協賛しているということを報告したと同時に、今
年はモンゴル国の干ばつ防止の目的で植樹をし、
既に 3 年続いているということ、また大生病院に
おきまして、10 月 18 日にフリーマーケットを実
施すること、ロータリー財団の方で恵まれない高
校生への補助をしていくということを、それらを、
狭山ケーブルテレビを中心として市民にアピール
していき、できるだけロータリークラブというも
のを知ってもらおうとしていると報告致しました。
その時に思ったのですが、これから中山恭子参議
院議員の卓話が計画されているようですが、北朝
鮮による日本人拉致の話がメインだろうと思いま
すので、公開例会のようにして、一般市民の方に
も参加してもらえれば、狭山市と協賛といった形
で行えば、ロータリーのアピールができるのでは

ないかと考えたところでございます。
また会長幹事と相談しながら進めていきたいと思
っております。
)
)
《)会員 3 分間スピーチ)》)
浜野貴子会員
お手元に川柳を配らせて
頂きましたが、これは全国老
人ホームの優秀川柳だそう
で、共感する部分がございま
したので、楽しんで頂けるの
ではないかとお持ちしまし
たので、読ませて頂きます。
◆なれそめを初めてきいた通夜の晩
◆まだ生きるつもりで並ぶ宝くじ
◆これ大事あれも大事とゴミの部屋
◆お迎えはどこから来るのと孫が聞く
…これは非常にシュールだと思います。どうし
てお迎えと孫が言っているのかと、非常に面
白かったです。
◆未練ない 言うが地震で先に逃げ
◆「いらっしゃい」孫を迎えて去る諭吉
◆目には蚊を耳には蝉を飼っている
◆飲み代が酒から薬にかわる年
◆歩こう会アルコール会と聞き違え
◆若作り席をゆずられムダを知り
…私はツボにはいって、しばらく笑っておりま
した。非常に実感がわきます。
◆聴力の検査で測れぬ地獄耳
…これは悪口だけはよく聞こえるということか
なと思います。
◆入場料顔見て即座に割引かれ
◆探しものやっと探して置き忘れ
…これもよくあることです。
◆なあお前はいてるパンツ俺のだが
…これはご夫婦が非常に仲が良いのだなと、う
らやましいなと思いました。
◆クラス会食後は薬の説明会
◆腰よりも口につけたい万歩計
◆立ちあがり用事忘れてまた座る
…これもありがちだと思いました。
◆無農薬こだわりながら薬漬け
◆留守電にゆっくりしゃべれとどなる父
◆何回も話したはずだが「初耳だ！」
…これはよく、私は娘に言われておりまして、
「初めて聞いた」というと、
「お母さん、これ
3 回目だよ」と言われます。
◆ばあさんよ 犬への愛を少しくれ
◆デジカメはどんな亀かと祖母が訊く
◆喜寿だけど恩師の前では女子高生
段々と歳をとるごとに、笑い話として笑って、
笑うことが一番のお薬だと思いますので、何かの
話のネタにして頂けたらと思います。

「外来卓話」・・・・・・・・
《 講師紹介 》
戸高会長をご紹介頂いたのは、若松パスト会長
でございます。この卓話が決定したのが 5 月中旬
で、そして今日、若松パスト会長の所用のための
欠席は 1 ヵ月前からわかっておりました。
当日パスト会長の若松さんが欠席で、誰も知らな
いと失礼に当たるということで、6 月 27 日に千代
田区の半蔵門にあります「グランドアーク半蔵門」
で、宮崎県在京経営者会議：第 16 回定期総会が宮
崎県知事を交えて行われている席で、戸高会長も
ご出席をされておりました関係から、私が同席を
求められ、そこで面会をさせて頂き、今日に至っ
ております。
若松会長は今日お休みをされておりますが、戸
高会長に宜しくと、そして会員の皆様にも宜しく
ご静聴頂くようにとのお伝えがございますので、
合わせてご紹介をさせて頂きたいと思います。戸
高会長、宜しくお願い申し上げます。
戸高秀樹様(とだかひでき 1973 年 3 月 16 日 生）
日本の元プロボクサー。宮崎県宮崎市出身。
元 WBA 世界スーパーフライ級王者。
元 WBA 世界バンタム級暫定王者。
デビューは宮崎ワールドジムだが、1998 年に緑
ジムに移籍。同ジムから飯田覚士に次ぐ世界王者
となった。
現役時代のニックネームは「侍」「雑草王者」。
2005 年に東京都目黒区自由が丘に「戸高ボクシ
ングジム -STUDIO Bee-」を開設。後進の育成に
力を注いでいる。

元ＷＢＡ世界スーパーフライ級王者
戸 高 秀 樹 様
私は昭和 48 年 3 月 16 日生まれの 41 歳となり
ます。先ほどご紹介頂きましたように、大星電機
の若松社長に声を掛けて頂き、この場に立たせて
頂きました。
私は今現在、東京目黒区自由が丘にてボクシン
グジムを経営しております。宮崎県出身で、20 歳
の頃からボクシングを始め、それから名古屋に移
り、現役生活を終え東京に来ました。小さな頃は
とにかく背が低く、また空手やソフトボールをし

たりと、よく外で遊ぶ腕白な子供でした。その時
にあまりにも私が腕白なので、父がサンドバック
とグローブを買ってくれたのですが、その時は遊
び程度に使っておりました。
中学頃から喧嘩を始め、よく他校の子と喧嘩を
し、一番多くて 5 人の相手と戦いましたが、5 人
相手では勝てませんでした。また今だから話せる
話ですが、当時バイクで新聞配達をしたり、同級
生の運転でドライブにいったりしておりました。
中学校 2 年の 3 学期には色々と問題を起こしまし
て、平日は警察署に、週末は祖母の家に預けられ
るという日々を過ごしました。その中で空手を始
めたのですが、私の流派でいくと白帯、黄色帯、
緑帯、茶色帯、紫帯、黒帯という中の、下から 2
番目の黄色帯で九州大会 2 位になることができ、
もっと上を目指せば良いのですが、なんだこんな
ものかとすぐに辞めてしまいました。
高校に入る時には空手の強い高校から推薦がき
ましたが、条件が非常に厳しい学校で、ここには
通えないと、当時ボクシングの全国チャンピオン
になった日章学園という高校に入学致し、ボクシ
ングを始めようと思いました。無事に入学をした
のですが、すぐに喧嘩をしてしまい、いきなり日
付なしの退学届というものを書かされました。
ボクシング部はとりあえず入部したのですが、入
れはすぐに試合をさせてもらえると思っておりま
したが、スパーリング等もさせてもらえず、先輩
から蹴飛ばされたり、ランニングをさせられたり、
先輩のケアばかりさせられていたので、すぐに辞
めてしまいました。そうした中で喧嘩をしてしま
い、そして喧嘩相手の親がたまたま更生員だった
ことから学校内ではおさまらない問題になってし
まい、退学となりました。その学校がずるいのは、
私が世界チャンピョンになった時には学校に大き
く旗を掲げておりました。それには、世の中はこ
んなものかと非常に驚きました。
学校も辞め、現場作業等のアルバイトをしてい
る中で、彼女と知り合いました。私が 17 歳、彼女
が 15 歳でしたが、同棲をしておりました。そこで、
一緒に出発して行こうと思ったのですが、なかな
か若いものでたまり場になってしまい、近所の人
からの苦情もあり、ここを出ようということにな
りました。ちょうどその頃、私の友人たちも卒業
をし、就職等を始め、そして彼女も突然留学をす
ると言い出し、私だけ取り残されたようで焦りが
ありました。その時に、小さい頃に父親が買って
くれたサンドバックやグローブを引っぱり出し、
むしゃくしゃする気分の憂さ晴らしに叩いていた
りしていたのですが、叩いているうちに、もう一
度ボクシングの道に携わってみようかと、やって
みようかということがきっかけで、ボクシングジ
ムに通い出しました。
ボクシングジムに通うとすぐに、そこの事務の
会長がスパーリングをしろということで、プロの
選手とスパーリングをさせてもらいました。恐ら

く 30 秒もかからないうちに、私が倒してしまった
のですが、そこで「やっぱり俺は強い」という変
な自信を持ってしまいました。それから約 3 ヶ月
後、会長にプロテストを受けろと言われて受け、
それもなんなく受かり、色々な先輩方とスパーリ
ングをしても常に勝てるといった感じのボクシン
グ生活を送っておりました。
体もそんなにできていないのに、いきなり殴り
合いばかりしていたので、案の定腰を悪くしまし
て、ヘルニアで入院することになりました。プロ
テストに合格し、3 ヶ月程入院をしましたので、
約半年ボクシングと離れましたが、その 1 年後に
プロデビュー戦を勝手に決められて、宮崎でデビ
ュー致しました。その時はやれば勝てるという自
信があったので、トレーニング等は全くせず、そ
のためスタミナもなく、早く倒そうということだ
けを考え、またボクシングには減量がありますが、
当時 60kg くらいあった体重を、2 週間飲まず食わ
ずで 50kg に減量しておりました。宮崎のド田舎
でしたので、知識を持った人もおらず、しかし試
合になれば負けん気が強かったので、すぐに 2R
で KO 勝ちをすることが出来ました。
地方のジムでしたので、名古屋や東京、大阪で
有望な選手などから、宮崎に面白い選手がいる、
噛ませ犬で使ってやろうという感じで、名古屋に
噛ませ犬として呼ばれました。7 月 14 日にプロ第
2 戦目を無事に勝ち、7 月 20 日に 10 日後に試合
をやれとそのジムの会長に言われました。10 日後
というのは、普通ではあり得ない期間なのですが、
私たちにはそのようなチャンスが無いので、10 日
後の試合もこなさなければと名古屋に行き、無事
にその試合は 1R で勝つことができました。ちょ
うどその時は、名古屋の先輩の薬師寺保栄さんの
前座試合でしたが、マックというアメリカ人の薬
師寺さんのトレーナーがたまたま私の試合を観て
いて、
「お前はチャンピオンになれる」と言ってく
れました。私はその言葉に感動し、昔から褒めら
れることがなかったので、
「日本チャンピオンくら
いになったら、この人のところでトレーニングを
積もう」と、アメリカに行くことになりました。
アメリカに行くといいましても、宮崎とアメリカ
の往復をしていたのですが、日本チャンピオンに
なっても、なかなか宮崎でマッチメイクができず、
相手を探すことも、スパーリングパートナーもお
りませんでしたので、
「宮崎ではこれ以上は開花し
ないので名古屋で勝負をしろ」とマックに言われ、
名古屋に行くことにしました。それから名古屋に
住み、ボクシング生活を始めました。
･･････映像(DVD)鑑賞･･････
1999 年 7 月に 2 度目の世界挑戦で世界チャンピ
オンとなりました。その 3 ヶ月後の 11 月には、当
時大きな注目を集めていた名護明彦との初防衛戦
があり、判定勝利を収めました。2000 年 4 月の 2
度目の防衛戦では、序盤の劣勢を跳ね返す劇的な
KO 勝ちを収めました。しかし 3 度目の防衛戦で、

ボクサー人生初の 7RKO 負けを喫しました。試合
前から目に異常を感じており、また試合後には顎
を複雑骨折してしまい、再起を果たすまで約 1 年
5 か月もの時間がかかりました。
2003 年 10 月 4 日、WBA 世界バンダム級暫定
王座決定戦に出場、3 年前のリベンジマッチでし
たが、因縁の相手に雪辱し、日本人 5 人目の 2 階
級制覇を成し遂げました。
私は 2 階級制覇を達成することができたのです
が、私を超す 3 階級制覇の世界チャンピョンを作
りたいと、ジム立ち上げ当時はその勢いでおりま
した。しかしまだ日本チャンピオンすらも作れて
いないので、今は早くチャンピオンを誕生させた
いと、毎日汗を流してがんばっております。
当ジムの年 3 回の自主興行で、今回当ジムから
は 1 人しか出場しませんが、8 月 8 日にボクシン
グ興行を行います。お時間がありましたら会場へ
足を運んで頂き、応援して頂ければ、私の力とな
り、勇気となってこれからも頑張れると思います
ので、宜しくお願い致します。

東京蒲田ＲＣ、中島幸一様
戸高会長の卓話、よろしくお願い致しま
す。本日はお邪魔致します。
稲見君 戸高秀樹様、今日はようこそお出で頂き
ました。お話し楽しみにしています。よ
ろしくお願いします。
江原君 元ＷＢＡスーパーフライ級王者・戸高秀
樹様、本日の卓話楽しみにしておりまし
た。何卒よろしくお願い申し上げます。
また、東京蒲田ＲＣ中島光一様、本日は
ようこそお出で下さいました。
坂本君 元ＷＢＡ世界スーパーフライ級チャンピ
オン、元ＷＢＡ世界バンタム級チャンピ
オン戸高秀樹様、卓話よろしくお願い致
します。
奥富君 東京蒲田ＲＣ中島光一様ようこそいらっ
しゃいました。元ＷＢＡ世界スーパーフ
ライ級王者戸高秀樹様、卓話よろしくお
願いします。
寳積君 戸高会長、本日の卓話楽しみにしていま
す。また、中島様お暑い中ようこそ。
浜野君 先週、お休みしました。来週もねぶた祭
りを見に行きますので、お休みさせて頂
きます。
2014〜2014 年度
ニコニコ累計額

805,000 円

※ 次の例会
月 日(火)

第 2 副 SAA
12：30〜13：30
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