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●開会　「点鐘」

●ロータリーソング  「八尾ロータリー讃歌」

●出席報告

●ロータリーの友紹介　鍋島圭太会員

●その他の報告

●会務報告　「会長の時間」「幹事報告」

●SAA報告　ニコニコ箱

●卓　話　「職業奉仕月間に因んで」

　　　　　　　　寺坂 哲之 会員 ・ 宇野 泰正 会員

●閉会　「点鐘」

■卓話予告

1/29　ＮＰＯ法人　輝　理事長　浦上弘明様

2/5　「命の水」と「教育の場を求めて」道なき道を

　　　　行く！！国際奉仕委員会　児林秀一委員長

　本日は矢野監督のほか、大勢のゲストやビジターにお

越しいただきました。皆さん、会長の話よりも、矢野監督

の話をお待ちかねのことと思います。私もぜひ、監督から

「今年こそ優勝」の弁を聞きたいと思っておりますので、こ

のへんで失礼いたします。

▼先週の理事会の議事録を、会報に掲載しておりま

す。

▼次週は定足数例会を開催します。欠席の場合は委

任状をご提出ください。

▼大阪フレンドＲＣ・金谷　和浩　会員

　5月23日に日航ホテルで、青少年奉仕をテーマにし

たロータリーデーを開催します。近畿大学から講師招

き、参加人数は600名を目指しています。ぜひご参加

ください。

第2850回　例会　プログラム

国際ロータリー　テーマ

ロータリーは世界をつなぐ  国際ロータリー 会長　マーク・ダニエル・マローニー
国際ロータリー　第2660地区　テーマ

Stand By You ～あなたと共に～ 国際ロータリー 第2660地区 ガバナー 四宮孝郎

The Pursuit of True Service and Friendship　真実の奉仕と親睦を探求する

ロ ー タリ ー デ ー の ご 案 内

幹　事　報　告

八尾ロータリークラブ テーマ 会長　笠井　実

会　長　の　時　間



▼国際奉仕委員会・RAC設立委員会・

　　　児林　秀一　委員長

　RAC設立委員会は本日例会後、委員会を開催します。

　また5月5～7日に、フィリピンのサンタマリアＲＣへ会長

ほかで公式訪問いたします。

▼職業奉仕委員会・西村　衛　委員長

　次週例会後、企業訪問を実施します。アーテック様と帝

国チャック様を訪問させていただきます。出席は本日で

締め切りです。

▼60周年実行委員会・長竹　浩　幹事

　60周年式典にお越しいただく天童よしみさんが、2月20

～25日に新歌舞伎座でコンサートを開催されます。ご希

望の方はチラシを用意しています。

「一途一心」　

▼阪神タイガース監督・矢野　燿大　様

　本日はお呼びいただき、

ありがとうございます。私

は瓜破出身ですので、八

尾は地元のようなもので

す。父の工場もあり、親し

みのあるところです。

　さて今シーズンの阪神

タイガースは、日本一に

なると決めています。まる

で叶ったかのようにイメージすることが、夢に近づく一つの方

法です。そういう意味で私は、「予祝（よしゅく）」をやっていま

す。お祭りや花見なども、秋の豊作を願う予祝にあたります。

　脳はイメージと現実の区別がつかない、と言われています。

僕はすでに、何回も胴上げされています。

　今までは「どうすれば勝てるのか」と、やり方ばかりを考えて

いました。しかし今は、あり方を考えています。やり方を考える

とどうしても、できない理由ばかりを見つけてしまいます。

　でも予祝をすると、私は日本一の監督としてグラウンドに出

ます。元気のない姿では出られません。皆さんも会社では同

じだと思います。そうすることで、選手たちもついてきてくれる

と信じています。実は2020年、私が胴上げされている新聞も

作りました。甲子園でソフトバンクを破って日本一に、というこ

とで、コメントも考えました。

　そういう私も、選手として現役時代は、なかなか楽しめませ

んでした。反対に「楽しんではいけない」と思っていました。し

かし、究極の達成方法は楽しむことです。楽しむことで、わく

わくします。いろんな学びの中で、本を読むことも好きです。

　バッターなら10回のうち3回打てば強打者ですから、残りの

7回の失敗をいかに楽しめるかが大事です。楽しむのは実は、

愛の感情だそうです。反対に楽しくならないときは恐怖の感

情で、委縮してしまいます。だから私は、ガッツポーズをしま

す。そうすれば、いい言葉しか出てこないのです。

　チームで楽しむ、喜ぶ。これを大切に、今シーズンも戦って

いきたいと思っています。そして日本一の後の夢も、考えて

います。少年野球が変わっていくことを手伝いたいと思って

います。例えば子どもが初球を凡打しても叱らず、次にやる

ことを伝えれば、その子の成長につながるはずです。

　私は、言葉はすごく大事にしています。言葉にも相がある、

と言われています。人相などと同じです。そしていろんな人の

言葉の中で、ふだん自分が一番聞いているのは、自分の言

葉です。つまり自分の言葉を前向きな言葉にすれば、物事

が良い方向へ向かっていくのではないでしょうか。

　最初は、よくなる「かも」からでもいいと思います。そういうこ

とを大切に、選手ともコミュニケーションしています。たとえ

チームがエラーを100個しても、「のびしろと思っています」と

コメントします。

　自分の言葉が変わっていけば、現実も変わっていくはずで

す。口をプラスにすれば「叶う」になります。夢を語ってやって

いく方が、楽しいと思います。人は「でも」を使って、できない

理由を並べたがります。しかしこれを「こそ」に変えれば、違う

方法が見つかります。偉人でも、マイナスの出来事をプラス

にとらえられる人が多いと感じています。選手たちにも「比べ

るのは昨日の自分」と言ってもらっています。

　私は原さんでも工藤さんでもなく、私です。選手たちも他の

選手が活躍するのを見ると、落ち込むこともあります。しかし

昨日の自分と比べて〇をつけていけば、伸びていくはずで

す。選手達にも「夢は叶う」という考え方は、浸透しています。

　今シーズンのスローガンは「It's show time.」です。秋のキャ

ンプで選手みんなに聞いて、決めました。「show」を、「勝」の

中に「笑」を入れました。口角が上がっているのを、福相とい

そ の 他 の 報 告

卓　　　話



います。眉間が開いて、見えないものが見えるそうです。

　脳は、鏡に向かって大笑いすれば、喜ぶそうです。だから、

苦しいときこそ笑うのです。そして、笑顔は伝染します。まわり

にも広がります。笑顔だと運も良くなります。だから、笑わない

と損なのです。

　私が現役の時代とは、今は真逆のことを選手に言っていま

す。でもそれで、ファンの皆さんにも喜んでもらえるはずです。

　来年の今頃は日本一になっているので、忙しくてここには

再び来られないかもしれませんが、今年は83勝60敗で優勝

します。その中でも、60敗をどんな負け方をするか、が大切

です。凡打でも一塁まで全力疾走します。「良い60敗にする

ぞ」と選手にも言っています。

　投手交代の基準は、変わった投手が打たれたとして、続投

させたときとどちらが納得するのか、を基準に決めます。打た

れて納得する方を選択します。西を続投させて打たれた方が

納得するのか、藤川球児に変えて打たれた方が納得するの

か、を考えます。代打も同じです。

　少年野球で三振すると、泣いてしまう子もいます。そんな子

には、出来ていることを認めてあげることが大切です。空振り

なら「よく振れたな」とか、「次に打つために何ができる？」と

聞いて自分で考えさせることもいいのではないでしょうか。練

習が苦しいのは当たり前です。上手くいかないからこそ、出

来たときに感動できるのではないでしょうか。

　今のように「楽しむ」と、考えを180度変えたきっかけは、そ

れまでの考え方では指導者としては限界があると感じて、い

ろいろ探していたときに、心の中で思っていることを言ってく

れていた言葉に出会ったからです。

　引退後は少年野球で指導するのがとても楽しくて、子ども

たちが喜んでくれるのがとてもうれしく感じていました。やがて

２軍で監督をやって、チームが勝手に日本一になってくれま

した。私は2軍監督として、全員に「初球を打つつもりで行くよ

うに」と指示しました。そのためには、初球からフルスイングで

きる準備をする必要があります。

　盗塁もノーサインでいきました。そうしたら、ウエスタンリーグ

記録ができたのです。もちろんその裏には、成功以上の失敗

がありました。でも２軍で実践してみて、私は「これでよかった

んだ」と思うことができました。

　私は１軍監督で、２回泣いたことがあります。究極の野球は

ノーサインだと思っていますが、まずは梅野がそれをやってく

れたときです。サインなしで自分の判断で盗塁を決め、その

後に本塁生還したのです。もう一つは、２軍で苦労していた

北條と高山がヒットでつないで、原口がサヨナラヒットを打った

ときです。選手が勝手に動いて、勝手に勝ってくれました。

　今シーズンも、応援をよろしくお願いいたします。

▼大阪船場ＲＣ・澤田宗久様　いつもお世話になりありが

とうございます。本年も宜しくお願い致します。

▼大阪フレンドＲＣ・山本富造様　新年おめでとうござい

ます。本年も宜しくお願い申し上げます。本日はお招き

頂きありがとうございます。

▼大阪フレンドＲＣ・高田利美様　新年おめでとうござい

ます。本年も宜しくお願い申し上げます。本日の卓話楽し

みにしておりました。有難うございました。

▼大阪フレンドＲＣ・金谷和浩様　本日は御参加させて頂

き誠にありがとうございました。

▼大阪うつぼＲＣ・市村孔様 柏木さん、ありがとうございます。

▼大阪柏原ＲＣ・伊谷祐一様　本日の卓話、矢野様あり

がとうございました。サインありがとうございました。

▼八尾東ＲＣ・長尾穣治様　本日はありがとうございます。

今後共宜しくお願い申し上げます。

▼八尾中央ＲＣ様　昨年は大変お世話になりまして、誠

に有難うございました。今日はもう小正月と少し遅くなりま

したが、本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

▼笠井会長　矢野監督、卓話よろしくお願い致します。本日

はたくさんのお客様にお越しいただきありがとうございます。

▼山本（勝）直前会長・飯田会長エレクト・吉田幹事・菅

野会員　矢野監督、本日の卓話よろしくお願いします。

ニ　コ　ニ　コ　箱



八尾ロータリークラブ会報 クラブ広報委員会
お気付きの点がございましたら、
広報委員会までご一報下さい

委員長 ▼ 新宮　一誓　　副委員長 ▼ 吉本　憲司
委 　員 ▼ 福田　隆教　　相馬　康人　　竹中　浩人

■ 出席報告

月日

12/18

1/8

1/15

会員数

66

67

67

出席

40

47

53

うち出席規定
適用免除者

13

13

14

メーク
アップ

4

出席率

71.43％

82.46％

91.38％

確定
出席率

78.57％

▼小谷副会長　矢野様、ようこそおいで下さいました。卓

話よろしくお願いします。

▼佐野会員　矢野監督、よくお越し下さいました。卓話楽

しみに、本年優勝頼みます。

▼寺坂・倉内会員　初例会欠席お詫び。

▼中川（將）会員　矢野監督をお迎えしての卓話、多数

の方々の御参加を頂きありがとうございます。お楽しみい

ただけたら幸いです。

▼山本（昌）会員　年頭に当り、新春のお祝いを申し上げ

ます。本年もよろしくお願い申し上げます。

▼小林会員　福村さんをよろしくお願いします。

▼宇野・曽家会員　矢野監督、お話楽しみにしています。

▼川田会員　本町２丁目公園のイルミネーション今週で

見納めになります。まだの方はぜひご覧下さい。

▼濵岡会員　矢野様、本日卓話楽しみにしてました。よろ

しくお願い致します。

▼柏木会員　笠井会長、昨日は大変お世話になりありが

とうございました。市村前うつぼＲＣ会長、北野会員様よう

こそおいで下さいました。

▼山陰会員　初例会欠席お詫び。本年もよろしくお願い

いたします。

▼澁谷・鍋島会員　良い事が有りました。

▼長竹会員　皆様ようこそお越し下さいました。矢野監督、

本日、宜しくお願い致します。

▼野村会員　バッジ忘れお詫び。

▼児林会員　阪神タイガースの優勝を御祈り申し上げま

す。矢野監督、卓話よろしくお願いします。

▼西村会員　早退お詫び。

▼相馬会員　矢野監督、ようこそおいで下さいました。卓

話楽しみにしております。竹中さん、親睦活動委員会の

みなさま、土曜日は有難うございました。

▼藤田会員　年末に倉庫が火事になりました。本年はい

い年にします。例会欠席お詫び。

▼北野会員　関西はＩＲ、万博、阪神タイガース優勝で関

西復興。

▼川村会員　笠井会長、昨日はありがとうございました。

▼竹中会員　ご夫人誕生日。

　　八尾ＲＣの
　　ホームページも
　　ご覧ください

今後の予定

月 火 水 木 金 土 日

職業奉仕月間

（休会）

理事会
新年初例会

定足数例会
企業訪問

月

月 火 水 木 金 土 日

地区チーム
研修セミナー

R財団補助金
管理セミナー

理事会

月
平和と紛争予防／
紛争解決月間
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