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第２４８３回例会
第２４８３回例会 ２０１９年１月２４日
２０１９年１月２４日
点鐘
ロータリーソング
四つのテスト唱和
会長の時間

仁部会長
それでこそロータリー
大作会員
仁部会長

本日は 1/24 バージョンの資料をもと
にお話しさせて頂きます（笑）。私は小
学校からずっと野球をやっておりまして
俗にいう「野球人」です。もし坊さんにな
っていなければ、高校野球の監督にな
りたかったと思っておりました。野球以外のスポーツも観
ておりますが、最近ではテニスでの大阪なおみや錦織圭
の活躍も著しいですね。本日は野球の野村監督の本「野
村ノート」から抜粋してきましたのでご紹介致します。
１．監督をやっていく上の「5
１．監督をやっていく上の「5 原則」
①「人生」と「仕事」は常に連動していることに自覚せよ。
仕事を通じて人間形成、人格形成をしてくもの
②人生論が確立されていないかぎり、良い仕事はできな
いことを肝に銘じておくこと。
人間はなぜ生まれてくるのか。それは「生きるため（価
値感）」と「存在するため（存在感）」である。その人の価
値や存在感は他人が決めるもの。他人の評価こそが
正しい。
③野球をやるうえで重要なことは、「目（目の付け所大
事）」「頭（考えて工夫する）」「感性（感じる力を養う）」の
３つである。
④技術的能力の発揮に重要なことは、「コツ（感覚）」「ツ
ボ（押さえる）」「注意点（意識付）」の３つである。
⑤無形の力をつけよ。形に出ない力を身に付けること。
（情報収集・観察・分析・判断・決断・先見・ひらめき・鋭
い勘など）

「プロフェッショナル」とは「当たり前のこと

を当たり前にやる」

２．心が変われば人生が変わる
心が変われば態度が変わる
態度が変われば行動が変わる
行動が変われば習慣が変わる
習慣が変われば人格が変わる
人格が変われば運命が変わる
運命が変われば人生が変わる
３．戦いには４つの要素がある
「戦力」「士気」「変化」「心理」士気（ムード）は心理に基づ
いて、見方を高揚させ、ベンチを勢いつける。監督は選手
を見ているが、選手も監督を見ている。監督の出すひと
つひとつの策がいかに大切か、優先感を持たせることの
繰り返しで、信頼関係が生まれる。
『野村監督プロフィール』
野村克也（のむらかつや）193 年 京都生まれ
1954 年もテスト生として「南海」に入団。戦後初の三冠王
1970 年選手兼監督に。ロッテ、西武と移り、1980 年引退
1990 年よりヤクルト監督。サンドの日本一。
阪神監督、社会人シダックス監督を経て
1906 年より楽天監督に
昨シーズンセントラル・リーグは、広島が、3 年連続のリ
ーグ優勝を果たしましたが、「野球人」である仁部会長か
ら見た来シーズンの予想・巨人優勝への補強策などを話
して頂きました。また、それを受けて SAA の真中さんが
「巨人が弱くなったの
は私も責任を感じてい
る。」と言って（笑）、
「選手を育てる能力が
巨人のコーチには欠
けている」と締め括り
ました。
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幹事報告




田中幹事

第 3 部の懇親会で

平成 31 年 2 月 26 日（火）越谷コミュニティセンターに

は、ホストクラブとし

て開催される 2019-20 年度地区補助金管理セミナー

てできるだけ多くの

の案内が届いております。

会員に会場に残っ

平成 31 年 3 月 8 日（金）大宮ソニックシティにて開催

て頂きたくお願い致

されるロータリーリーダーシップ研究会パートⅢの案

します。都合により

内が届いております。

第 3 部からの出席という方もご協力お願い致します。

G 補佐報告
補佐報告（IM のお願い）

廣井会員

せて頂いております。こちらもよろしくお願い致します。

全体の流れ
杉戸クラブメンバー
9:00

ハッスルマッスル

他クラブメンバー

一般来場者

出席報告

集合
会場準備

10:00
11:00

リハーサル

昼食
12:00
13:00
14:00

お出迎え
13：00 ～ 14：15
ＩＭセレモニー
会場準備・募金活動

15:00

会員数

出席

欠席

免除

MU

出席率

41

21

20

0

11

78.
78.04%
04%

スマイル報告

受付
ＩＭセレモニー
セッティング

折原（正）会員
折原（正）会員

折原（正）会員
折原（正）会員

仁部会長：
仁部会長： 杉戸町もインフルエンザがはやっているようで
入場開始

す。体調に気をつけて毎日をお過ごしください。

１５：00～１６：３０ ハッスルマッスル公演 ＆ 体操教室

16:00
17:00

また、懇親会終了後は、大吉で打ち上げの席をご用意さ

懇親会準備
17：00 ～ 18：30

18:00

懇親会

19:00

片付け
解散

会場退席・休憩

退場

懇親会
解散

田中幹事：
田中幹事： 本日も宜しくお願い致します。
関口会員：
関口 会員： 春日部クラブに久しぶりに出席致しました。会
員数は少ないですが出席率は 80%くらいで、さすが歴史と
伝統の重さを感じました。

セレモニー タイムテーブル

（司会 宮田ガバナー補佐幹事）

13：00 開会点鐘
13：02 国家並びにロータリーソング斉唱

（ソングリーダー 馬場会員）

13：05 四つのテスト唱和

（馬場会員）

13：07 歓迎の挨拶 （渋谷実行委員長）
13：12 来賓紹介及び挨拶 （廣井ガバナー補佐）
13：17 来賓祝辞 （古谷町長、石川市長、中川ガバナー） （5分×3名 ＋2分）
13：34 第6グループ会長 報告

（4分×6名 ＋2分）

14：00 寄付金贈呈 （ポリオ）

（プレゼンター ナスチャ）

14：05 パストガバナー補佐及び補佐幹事に記念品贈呈
14：10 次年度第6グループガバナー補佐 紹介及び挨拶
14：15 閉会点鐘

（点鐘前に司会が○○分後に公演開始の旨をアナウンス）

懇親会 タイムテーブル
17：00 主管クラブ会長挨拶

（仁部会長）

17：05 挨拶 （ 廣井ガバナー補佐

三国パストガバナー ）

17：15 乾杯 （ 海老原直前ガバナー補佐 ）

矢島会員
矢島会員：
会員： アグリパークでの例会出席ははじめてです。い
がいに近いですね。

真中会員
真中会員：
会員： 孫のインフルエンザが女房に移り家中マスクで
す。皆様もご注意ください。

加藤会員
加藤 会員：
会員 ： 外交とは、祖国のために嘘を言う愛国的行為
だそうです。そう考えると、韓国も北朝鮮も定石通り動い
ているのですね。

武井会員
武井会員：
会員： 移動例会楽しみにしています。
下津谷会員
下津谷会員：
会員： うなぎは思いのほか美味しかった。ごちそう
さま。

深瀬会員
深瀬会員：
会員： 大宮プロテニス。ガンバレ。
古川会員
古川会員：
会員： 本日はアグリパークゆめすぎとをご利用頂きま

17：30～18：20 歓談
18：20 お礼の言葉 （ 関口パストガバナー ）

してありがとうございます。インフルエンザが流行していま

18：25 締め （ 田中幹事 ）

す。会員の皆様お体をご自愛ください。

18：30 解散

当日は、舞台設営をお願いする実行委員会メンバーは 9
時集合。他の会員は、11 時 30 分から、1F の会員控え室
で昼食（お弁当）をとって頂き、杉戸 RC のタスキをして 12
時に 2F 受付ホールに集合してください。第 2 部の公演は
一般のお客様が入るので中抜けをしても構いません。

新井会員
新井会員：細井会員：小柳会員：栗原会員：井上会員：
会員：細井会員：小柳会員：栗原会員：井上会員：
中野会員：馬場会員：折原（正）会員：折原（弥）会員：

本日のスマイル
スマイル本日投入額
スマイル累計額

２５，０
２５，０００円
，０００円
６７６，８５
，８５０
６７６
，８５
０円

スマイル目標額
１，５００，０００円
１，５００，０００円
✽✽✽ご協力ありがとうございました✽✽✽

