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開会説明（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様　オンライン例会11回目を開催させていただき
ます。
　なお、本日の例会の模様は当クラブの週報用の記録
としてビデオ録画をさせていただく予定ですので、参
加者の皆様におかれましては、個人情報への許諾を予
めよろしくお願い致します。

清宮普美代会長　点鐘挨拶
　皆様こんにちは！　清宮です。
　先週から九州の豪雨ですとか、東
京で200人超えの感染者が増えると
か、非常に不穏な状況でございます。
　特に九州豪雨被害に関しては私共でも義捐金などを
出したいと思っておりますので、又皆様にお伝えさせて
いただきたいと思います。
　それでは779回例会を開始させていただきます。

ロータリーソング
　「それでこそロータリー」「世界をつなぐロータリー」

卓話者・ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
　オンライン例会にようこそご参加下
さいました。
　（ビジターのお客様ご紹介）
　　野呂会員ゲスト　池田幸代様

地区委員委嘱状ご案内（清宮普美代会長）
　今年度は当クラブから地区の委員を委嘱された会員
が沢山いらっしゃいます。
　クラブとして皆様をサポートしていき、地区に出られ
た会員は当クラブにいろいろなものを持ってきていただ
ければと考えております。

時枝紀子会員　　　銀座・日本橋グループ
　　　　　　　　　ガバナー補佐
福元智子直前会長　同
　　　　　　　　　グループ幹事
黒岩友美会員　　　国際大会推進委員会委員及び
　　　　　　　　　ロータリー財団委員会・
　　　　　　　　　ポリオプラス委員会委員
野呂洋子会員　　　2020支援委員会委員
石川和子会員　　　会員委員会委員長
海渡千佳会員　　　会員委員会・会員増強・
　　　　　　　　　維持委員会委員
山田桂子会員　　　会員委員会・
　　　　　　　　　ロータリー情報委員会委員
安原良昭会員　　　会員委員会・
　　　　　　　　　親睦・親善委員会委員
上田美帆会員　　　奉仕プログラム委員会・
　　　　　　　　　国際奉仕委員会委員
井関和美会員　　　公共イメージ委員会・
　　　　　　　　　IT推進委員会委員
岡田敏江会員　　　米山記念奨学委員会・
　　　　　　　　　米山資金推進委員会委員

幹事報告（高橋肇幹事）
・�本日775回（6月1日）・776回（6
月15日）分の週報をメールでお送り
しましたのでご覧下さい。

・�ロータリー文庫のWebサイトが公表
されましたのでメールでご案内いたしました。いろい
ろな情報が入っていますので、ご覧下さい。
・ �先日同愛記念病院を訪問いたしましたので、福元直
前会長ご報告をお願い致します。

（福元直前会長報告）
　6月のクラブ協議会で金子会員から提案のあった医
療奉仕プロジェクトについて、ご賛同いただいた東京
中央RCから寄贈いただいた10万円を資金として医療
用マスク400枚を同愛記念病院に寄贈致しました。7
月8日に金子会員、東京中央RC新田会員、清宮会長
と私が行ってきました。現場ではとても喜んでいただい
て、あわせていろいろなお話も聞くことができました。
その中で印象的だったのは、「現状患者数は落ち着い
ているが、ちょっとでも熱のある患者さんにはフル装
備で対応して下さいとの通達が出ており、コロナとは違
う症状だなと思ってもフル装備で対応しなければなら
ず、必然的に医療物資が不足してくる。これからイン

卓話　「雇用格差解消を目指す花屋の挑戦」
	 　株式会社LORANS	代表取締役
	 　福寿　満希	様

	 例会報告  第779回  2020年7月13日（月）
	 オンライン例会

接続会員数29名+メーキャップ1名
（正会員59名-休会5名）

出席率 55.56%

本日のオンライン例会
第781回　2020年8月3日（月）



フルエンザのシーズンになったときにはどうなるか非常
に心配だ」とのお話でした。
　今期も医療支援の予算は付けていただいているの
で、必要なところに必要な支援を継続していけるとい
いのかなと思いました。

7月20日対面例会の注意事項報告（海渡千佳会員
組織委員長）

・�対面会場は帝国ホテル「光の間」（新館中2階）、オ
ンラインはZoomにて。

・�現在、コロナの感染状況が刻 と々変わっています。
食事や座席数の目安のため、事務局への最終の出
欠連絡は、15日（水）お昼くらいまで受け付けます
ので、ご自身でご判断の上、変更がある場合にはお
申し出ください。

・ �判断に迷う場合には、オンラインでのご参加を強く
お勧めします。

　（例会当日、直前の変更でも、問題ございません）
・�当日の受付や着席の方法は、「コロナ感染防止対応
の形式」にて実施いたします。
　後ほど、メールで詳しいご案内を差し上げます。
事前によくお読みになり、ご参加ください。

卓話者紹介について報告（矢部祐加子プログラム委
員長）

（卓話者推薦依頼）
　引続き皆様から広く、卓話の推薦を頂戴したいと思っ
ております。
卓話者決定までのプロセス
選択基準は、既にステータスがある方の成功話とい
うよりは、会員の今後の活動のヒントになる話、他
では知り得ない専門分野の知識とつながるなど、例
えば、次世代の人たちの奉仕の分野の新しい取り組
みなどが望ましいと思います。
・その上で、
＊�卓話の方を推薦頂き、略歴をメール等でプログ
ラム委員までお知らせいただく。
＊�会長、幹事、事務局、プログラム委員で（過去
とダブリが無いかなどを）検討して候補者を決
定し、
＊�事務局より、推薦者へ概略をお伝えして、推薦
者経由で、候補者へ内々にご説明いただき、
＊�その後、ご指定の連絡先へ、プログラム委員か
ら直接に正式なご依頼の連絡する。

・実施のタイミング
先に大まかな候補日をお送りすることは可能です
が、基本的にはプログラム委員が直接調整いたし
ます。
・実施内容
場所　①帝国ホテル　または　②Zoom
時間�例会の実施　12：30～13：30（そのうちの

後半の25分）
謝金3万円は当日お渡しまたは銀行振込（領収書
不要）

　　　　　　　　　銀座・日本橋グループ
　　　　　　　　　ガバナー補佐　時枝紀子　会員

・ �皆様こんにちは！
この1年間楽しみながら皆様のお手伝いをさせてい
ただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。

【プロフィール】
国際ロータリー第2750地区
2020-21年度　銀座・日本橋グループ　ガバナー補佐
東京中央新ロータリークラブ　所属
«ロータリー歴»
2001.7� 入会（チャーターメンバー）
2006-07� クラブ幹事
2008-09� クラブ副会長
2010-11� クラブ会長
2011-12� 国際友愛奉仕委員会　委員
2012-16� 青少年交換委員会　委員
2016-17� 銀座・日本橋グループ幹事
2017-18� 地区青少年奉仕委員会　委員
2018-19� 地区青少年奉仕委員会　委員長
«履歴»
東京都港区生まれ
1976年　慶應義塾大学　経済学部卒業
現在　株式会社徳井　代表取締役

・�2021年3月22日（月）、銀座・日本橋グループIM
が開かれます。
　IMはグループ内の各クラブが情報共有や勉強を
する場として重要な機会になります。コロナ禍の継
続も予想されるためリアルとオンラインのハイブリッ
ドで開催予定です。当クラブのIM委員城会員を中
心に皆様で盛り上げていただきたく、是非お願い致
します。

・�現在グループには11クラブが所属しておりますが、
当クラブは9番目に古いので、当クラブより新しいク
ラブは山王RCとあけぼのRCの2つになります。

・�当クラブの創立総会は、2001年7月16日に開かれ
当初28名が参加されました。
　1999年に女性参画法（男女共同参画社会基本法）
が施行され、女性の社会進出が社会全体の課題と
なり、1960年代にアメリカで始まった女性解放運動
ウーマンリブという言葉を聞いたことがありますで
しょうか？　私たちの世代では中山千夏さんとか過

リバースイニシエーション



激な女性活動家が頑張っていた時代でした。そのよ
うな時代の中で女性中心のクラブを作るということ
で設立準備段階から参加させていただきました。当
クラブ石川和子会員のご尊父本橋東京中央RC会
長が特別代表としてスポンサークラブの総力を挙げ
てお骨折り下さいました。会員には個性的で元気な
女性が多く、私は圧倒されるほどでした。幹事は数
名しかいない男性の一人、小林健一さんがお引受け
下さり、坂口美代子会員が初代会長に就任して下さ
いました。
　東京中央RCからは毎回10人程がメークアップし
て下さり、まさに親子のような間柄でございました。
・�二代目会長の梅島名誉会員もバイタリティ溢れる女
性で、96歳になる現在も現役のコンサルタントとして
活躍されています。
　私の会社は不動産管理や賃貸を業務としておりま
すが、この20年間バブル崩壊・リーマンショックな
どいろいろな状況を経験致しました。
・�2010年度に会長に就任しましたが、その年度内に皆
様ご存知の東日本大震災が発生し、丁度当クラブ
10周年の行事を準備中で大変気持ちも沈んでしまい
ましたが、気を奮い立たせて予定通り手作り感のあ
る楽しいアトラクションを加え、行事として皆様のご
好評をいただきました。
　当クラブの歌「世界をつなぐロータリー」は、この
10周年の時に東京中央RCの島谷恵介会員が作って
プレゼントして下さったものです。
・�この年には、復興支援活動として育成園の生徒たち
と宮城県の被災地へ出向き松の苗木400本の植樹
プロジェクトを行ないました。
　人の役にも立ちたいという育成園の生徒たちは泥
まみれになって一生懸命植樹して下さいました。人
の役に立てるという生徒たちの気持ちを一緒になっ
て実現できたことはすごくよかったと思っております。
・�震災後は当クラブからも沢山のロータリアンが現地
へ支援に赴いて活動していらっしゃいました。私も
何度か現地へ足を運び、自然と向き合って謙虚に生
きること、すべてに感謝の心を忘れないこと、そし
てポジティブにいる大切さを再確認致しました。
　清宮会長がその後も継続された復興支援活動に
ついて「東京育成園の子供たちと被災地植樹」とい
う報告文を記念誌に載せて下さっています。
・�2012年から地区青少年交換委員に就任し、5年ほ
ど活動いたしました。この委員会も時間的拘束が大
変多かったのですが、15歳から18歳の海外からの
青少年留学生や日本からの派遣生たちを支える交流
を通じてとても得難い体験をさせていただきました。
世界各国の文化の違いを本当に目の当たりに勉強さ
せて頂きました。
　私が海外担当をしているときは、丁度世界でテロ
が頻発しており、世界各地から突発的な連絡が入る

など留学生派遣元のご両親などがどれだけご心配か
と気が気でない時を過ごしておりました。ある地域
が危険だという情報が入るとすぐ他の地域に移動さ
せる手配をするなど、ロータリーがすごい国際組織
であることも実感致しました。

・�2016年アトランタ国際大会に出席した帰りに、ロー
タリー本部に見学に立ち寄らせて頂き、会長室で皆
さんと記念撮影をさせていただきました。

・�私にとってロータリーは生活の一部になっており、今
世界はより困難に直面しておりますが、ロータリーの
心を忘れずに引継いでいっていただければと思って
おります。

・ �短いですけれども、私がどのようにロータリーと関
わってきたかということをちょっとでもご理解いただ
ければ幸甚でございます。

ご清聴ありがとうございました。
（要約文責　宮下）

清宮普美代会長� 本日は、時枝ガバナー補佐、福元グルー
プ幹事の公式訪問日程です。

� オンラインでの最初の公式訪問かと思い
ます。

� グループ協議会含めてのご参加、ありが
とうございます。

野呂洋 子 会員� 大学時代の同級生の池田幸代（いけだゆ
きよ）ちゃんがシンガポールからゲストで参
加してくれています。嬉しいのでニコニコ
します。

山下 　 江 会員� 清宮普美代さん、会長就任おめでとうご
ざいます！

� ロータリー財団委員長として、清宮会長
年度を盛り上げていけたらと思います。が
んばりましょう。

にこにこ合計5,000円 /今期累計41,241円



新入会員入会式（太田一彦新会員、池内純人新会
員、大石由梨枝新会員）

　清宮会長から3人の新会員に、
バッヂ・入会証が渡されました。
おめでとうございます！
（太田一彦新会員自己紹介）
　初めまして。ご紹介いただきました太田一彦です。
よろしくお願い致します。
　伝統ある当クラブに入会させて頂き、非常に光栄に
思っております。皆様と早くお会いしたかったのですが、
なかなかコロナでチャンスがなく遅くなってしまいまし
た。これからもコロナで活動が制限されるかもしれま
せんが、社会貢献活動ができればと思っていますので
是非よろしくお願い致します。
（池内純人新会員自己紹介）
　初めまして、池内と申します。
　小林会員にはもう4年半以上お世話になりっぱなし
で、今回もロータリーで勉強したらということでお声が
けいただき入会させていただきました。仕事は会員の
健康を守る医療コンサルタントをしております。今後は
皆様といっしょに社会のお役に立てるよう頑張って参り
たいと思いますので、よろしくお願い致します。
（大石由梨枝新入会員自己紹介）
　皆様こんにちは。私は父が所長を務める税理士法人
で所長代理として業務をしております。事務所自体は祖
父が昭和32年に開所以来約60年程銀座の同じ場所に
事務所を構えさせていただいております。まだまだ私自
身は力不足を痛感することが多 あ々るのですが、皆様
との交流を生かし、社会奉仕の一端を担えればうれし
いなと思っております。どうぞよろしくお願い致します。
（サプライズ誕生日お祝い）
　大石新会員は誕生日が7月のため、清宮会長からお
祝いのプレゼント贈呈が行われました。

ゲスト発表（安原良昭SAA委員長）
卓話をいただくマッハ文朱様と
マネージャー小池春菜様
聖路加国際大学理事長　糸魚川順様
東京中央RC会長　太田嘉正様
東京中央RC幹事　立花実様
東京中央RC会長エレクト　田中半一様
会員ゲスト5名

米山奨学金授与
　清宮会長から米山奨学生ナタリーパスカルさんへ米
山記念奨学委員会の奨学金が授与されました。
（ナタリーさんご挨拶）
　こんにちは！　ナタリーです。
　早稲田大学大学院の2年生で、日本文化を研究して
います。私は母はロシア人・父はベルギー人のハーフで、
ベルギーから来ました。どうぞよろしくお願い致します。

開始（海渡千佳会員組織委員長）
　皆様、本日は緊急事態宣言以降、当クラブとしては
じめてのオンラインと対面のハイブリッド例会を開催さ
せていただきます。

会長挨拶（清宮普美代会長）
　皆さんこんにちは！
　本当に久しぶりにお目にかかる方たちが多いと思い
ますが、本日私の年度の初めての帝国ホテルでの例会
をオンラインとリアルの同時進行という新しい形で開く
ことができました。今年度の状況はまだ流動的で、こ
の1年はオンラインと対面の交互になるのではないかな
と思っています。
　本日は、東京中央RCから太田会長、田中会長エレ
クト、立花幹事もいらっしゃって下さいました。
　又、当クラブの新しいメンバーも3名加わって下さい
ます。なにしろ私が今一番興奮しているのはマッハさ
んの卓話です。
　それでは本年度初めての点鐘をいたします。

感謝状授与（聖路加国際大学　糸魚川理事長）
（福元智子直前会長のご紹介）
　4月7日に緊急事態宣言が出され、
4月9日に医療支援プロジェクトを立ち
上げ、4月25日・26日にはランチBOX�
150個差入を始めとする医療支援を開始致しました。
　病院の方は本当に混乱しているとのことで、どの程
度お役に立ったものか分かりませんが、それが助けに
なったのならうれしいなと思っております。
（糸魚川理事長ご挨拶）
　聖路加国際大学は、2014年に大学と病院を合体し学
校法人化したものです。当病院がコロナ患者と接したの
は武漢からの観光客が担ぎ込まれたのが最初でした。
　皆様には心からのご支援を賜りまして誠にありがと
うございました。本日感謝状を持参いたしました。
　「貴クラブからは新型コロナウイルスに関する医療用
具等について格別のご支援を賜りました。ここに深く
感謝の意を表します」

ロータリーソング（リーダー　小林真由美会員）
　「手に手つないで」

新年度初対面例会に乾杯！
　東京中央RC太田嘉正会長の音頭で出席
者一同ビールグラスとジュースグラスを傾け
て今年度初対面例会に乾杯いたしました。
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出席・接続会員数43名+メーキャップ0名
（正会員59名-休会5名）

出席率 79.63%



九州豪雨義捐金
清宮会長� 3,000円� 時枝会員� 5,000円
高橋幹事� 3,000円� 富田会員� 7,000円
石原会員� 5,000円� 野呂会員� 5,000円
大盛会員� 5,000円� 宮下会員� 5,000円
海渡会員� 5,000円� 山下会員� 5,000円
辻会員� 5,000円� 例会場にて� 28,000円
� � 合計� 81,000円

ポールハリスフェロー賞授与（認証状と認証品授与、
山下江ロータリー財団委員長）
清宮普美代会長�（第2回）
曽根章乃会員� （第6回）
並木咲樹会員� （第3回）

米山功労者表彰（表彰状授与、清宮普美代会長）
石井本子会員� （第3回マルチプル表彰）
小堀彰会員� （第2回マルチプル表彰）

幹事報告（高橋肇幹事）
・�まず当クラブが今年から中央大学ローターアクトを共
同提唱させて頂くことについて、東京中央RC立花
実幹事から一言お願いします。

（東京中央RC　立花実幹事ご挨拶）
・�当クラブが十数年提唱してきた中央大学ローターアク
トを貴クラブに共同提唱頂けることとなり、アクトた
ちも一層頑張って活動してくれるものと思います。皆
様温かい目で見守って下さい。
　8月6日のローターアクトとの合同例会はコロナで
休会となりましたが、今後Zoomでの中央大学ロー
ターアクトオンライン合同例会を予定していますので、
皆様参加方をよろしくお願い致します。

（幹事報告）
・�本日九州豪雨義捐金が会員からの事前振込で
53,000円、会場にて28,000円の合計81,000円集ま
りました。
　早速地区に送金して九州へ手配して頂きます。
・来週7月27日（月）は休会となっています。
・�次回は8月3日（月）12時30分からオンライン例会、
10時30分からオンライン理事会となりますので、よ
ろしくお願い致します。

太田嘉正会長� 清宮会長　高橋幹事　新年度おめでとう
ございます。

� 今年度も宜しくお願い致します。
（高橋幹事ゲスト2名様より参加費のお釣りをニコニコいただきました）
清宮普美代会長� 本日は、多くのみなさんとお目にかかれるこ

とに喜びを感じております。
� また、新しいお仲間を3人も迎えられて、こ

れからの私たちの新しい活動にワクワクして
います。例年と同じに、はできませんが、
新しい可能性としての親睦と奉仕を体現し
てまいりましょう。

高 橋 肇 幹 事� 清宮年度初の対面例会です
� 安心安全でハイブリッド型の対面例会目指

して楽しい例会にしていきましょう
� ニコニコします
福元智子直前会長� こんな時期なのでマッハさんのパワーをみな

さんにお届けしたく卓話をお願いしました。
� 本日は楽しみにしています！
石井本子 会員� 大変な世の中になりました。久しぶりに皆様

にお会いするのを楽しみにまいりました。
石原忠始 会員� 現状、問題無く過ごしているので、ニコニ

コします。
井出和 世 会員� ごぶさたしてます。早くコロナがおちついて

思いたいですね。
大盛敬子 会員� 久しぶりに皆様とお会いできて嬉しいのでニ

コニコします
海渡千佳 会員� 本年度、会員組織委員長をつとめさせて

いただきます。本日の例会は、家族の事が
あり、オンラインでの参加となります。

� 現在の様な状況の中、3名もの皆さまがご
入会くださるとは、本当に幸せなことですね。
これまで通りに行かない事が多いですが、
皆んなで知恵を出し合って、新しい形で、ロー
タリアンとしての活動を模索していけたら嬉し
いです。よろしくお願いします。

かづきれいこ会員� コロナ禍の中皆様お元気そうで嬉しかった
です。今日は「村上開新堂」の水野様をお
つれしました。よろしくお願いいたします。こ
れからも皆様頑張りましょう！

小林真由美会員� 池内さんご入会おめでとうございます。
� 多田さん入会お待ち致しております。
� 七美さん、今日はありがとうございます。
佐藤幸子 会員� （メッセージはありません）
城麻里奈 会員� 久々に皆様にお目にかかれてニコニコ

(#^^#)です。感謝。
時枝紀子 会員� Zoom例会のお陰で皆様との距離感はあま

り感じずにいられます。
� でもやはりリアルは良いですね。こんな時こ

そ当クラブの機動力を発揮して例会の最先
端モデルを作ってまいりましょう！

富田洋 平 会員� 大石さん、ようこそ東京中央新RCへ！一緒
に活動できる事本当に嬉しく思います。

並木咲樹 会員� 清宮会長年度おめでとうございます。
� 久しぶりです。皆様にお会いできるのを楽

しみにまいりました。
野呂洋 子 会員� 対面例会が嬉しくて　ニコニコします。
� それでも、コロナには、かからず、うつさず、

近寄らずで　気を付けましょう。
山下 　 江 会員� 久々の一部リアル対面を記念してニコニコし

ます。
� そして多田多延子（ただたえこ）さん、広島

から、ようこそ、いらっしゃいませ。
山田桂 子 会員� 東京中央新ロータリークラブの新しいホーム

ページの情報を拡充中ですが、みなさまの
積極的なご支援に感激しています。嬉しい
のでニコニコします。

ロータリー財団補助金通帳の利息のニコニコ（1円）

（東京中央RC）

にこにこ合計54,001円 /今期累計95,242円



宮下 文夫・小堀 　彰・山田 桂子 
白坂 亜紀・須永 珠代・川口 惠 
池内 純人・諏訪 智美

クラブ週報
編 集 担 当

・�その後芸能界に入り、本を出し、歌を歌い、レギュラー
番組も7本持つなど25歳まで活動していましたが、
25歳ですべてやめてアメリカ　ニューヨークへ単身
留学することにしました。

・�ニューヨークでは、自分で家と学校を決めて英語の
クラスで学びダンスのレッスンを受けていました。
　アメリカ生活の最初は、何を言っても「分からない」
の連続でした。誰一人知らないところで誰も助けて
くれない環境下で、毎日毎日英語を喋って、話し掛
けて生活を続けていたら1年で英語で喧嘩ができる
ようになりました。

・�28歳でアメリカの高校2年生に編入して、30歳で卒
業しました。その後ロスアンゼルスの大学へ入り心
理学を専攻しました。そこで台湾系アメリカ人のパイ
ロットと出会い国際結婚しました。
　今は2人の娘が日本・アメリカ・台湾の文化の中
で育ち、バランス感覚を磨き、3ヵ国のいいとこどり
で長女は宝塚へ入り、二女はプロテニスプレーヤー
として世界を転戦しています。

・�私は女子プロレスのマイナーなイメージを変えたくて、
テレビに出る・30社も40社も取材を受ける・言葉遣
いを整え・衣装も専用のものを調えて、レベルアップ
をはかっていました。
　又、汚いヤジを飛ばすリングサイドのお客さんが
いると、わざとリング外へ外人選手を引き出して場外
乱闘に持ち込み、ヤジの人物を無理矢理巻き込んで
潰すなど一つ一つ続けて、最後には女子プロレスは
子どもたち・女性・おじいちゃん・おばあちゃんも来
てくれるほど浄化され、毎週ゴールデンタイムに番
組が流れるようになりました。

・�私はプロレス引退後20年程日本にいませんでした
が、2016年から3年間京都のテレビ番組で週1回日
本各地に取材に廻るようになると、阪急電車に乗っ
ていたりすると日本人の方から「マッハ文朱さん撮影
中なの」とお声をかけていただきました

・�私はいつまでも現在進行形の人生を歩んでいきたい
ので、本も50万部売れましたが、皆様にお願いが
ございます。今、ショップチャンネルに出演させて頂
き、ハトムギを紹介しています。テレビでお見かけ
のときは画面に手を振って話し掛けて下さい。

・パワーと元気をお届けできましたでしょうか？
　東京中央新ロータリークラブがますます大きくなる
ことを祈りながら、これで卓話を終わらせて頂きます。

（要約文責　宮下）

　　　　　　　　マッハ　文朱	様

【プロフィール】
1972年　�日テレ「スター誕生」を受け

合格　第5回決勝大会で山
口百恵と一緒に臨む

1974年　女子プロレスラーとしてデビュー
1975年　�最年少・最短期間で世界シングルチャンピオ

ンに
1975年　女子プロレスラー初の芸能界デビュー
　　　　（歌、ドラマ、映画、本、など）
1977年　女子プロレス引退後、芸能界へ転身
1992年　台湾系アメリカ人パイロットと国際結婚
� 長女（宝塚歌劇団　星組桃堂純）
� 二女（プロテニスプレイヤー）
現在　KBS京都テレビ情報番組
　　　総合司会
　　　ハトムギ商品開発
　　　（ショップチャンネル、生協（コープ）にて）

・�清宮会長おめでとうございます。こんなときに呼んで
いただいて大変光栄でございます。皆様に元気とパ
ワーをお持ち帰りいただければなと思っております。

・�私は1959年3月3日生れの61歳です。4400gのジャ
ンボ生まれで、11ヵ月目で走り始めたそうです。小
学生時代はドッヂボールの女王で、クラスを優勝に
導いていました。

・�13歳でスター誕生という番組に出場し、森昌子さん・
桜田淳子さんも出場した番組で決勝大会に進みまし
たが、競い合ったのが山口百恵さんで彼女が優勝し
ました。
　もし私が優勝して百恵ちゃんが落ちていたら、今
ころ私が友和夫人になっていたかもしれません。
・�15歳の時姉が女子プロレスラー募集のビラを持って
きまして、それまでプロゴルファーになる予定のとこ
ろ、姉が「プロレスラーになんなさいよ。時代を変
えるためよ。」などと誘われ、体力と運動神経が生
かせると思いマッハ文朱になりました。18歳までの
3年間プロレス生活をつづけ、いまだにその記録が
破られていないそうですが、3年後に世界チャンピ
オンになりました。

・ �若い方は「マッハ」を知らず、ジャガー横田とか北斗
晶なら知っている人が多いですので、私はその人た
ちの大先輩なのと話して分かってもらっています。私
はものすごく強くて、ジャガー横田や北斗晶なら3秒
で倒せるのよと説明しています。

「マッハのチャレンジ人生」卓
話


