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人を育て
　組織を活かす
　　マネジメント

記 念 講 演 【一般公開】

　ありがとうございます。広島ファンの方がおられ
て本当に嬉しく思います。なんか僕が呼んだみたい
じゃないですか。ただいま、ご紹介頂きました野村
です。前のカープが弱い時の監督で、失敗談等皆さ
んと共有しながら、「お前もそういう失敗をしたか」
というふうに聞いて頂ければ良いかなと思います。
「人を育て組織を活かすマネジメント」という偉そ
うなタイトルではありますが、これは全く無視して
頂いて結構ですので、宜しくお願い致します。
　僕は野球をずっとやってきましたが、昨日ラグ
ビー見られましたか？良かったですね。僕も今年で
53歳になりますが、実は昨日東京まで来て、東京
のホテルでずっとラグビーの試合を見ました。本当
はもうちょっと遅い時間の飛行機を取っていました
が、その時間だとラグビーの試合が見られないとい
う事で、早く移動してラグビーを見ましたが、素晴
らしかったですね。段々年を取ると、昔の自分を思
い出すというか一生懸命やっている選手のプレイを
見ながら「後、何分だ？頑張れ、頑張れ」と一人で
見ながら、最後はちょっと熱くなるものがこみ上げ
てきて、いつの間にかテレビの前で拍手を送ってお
り、それぐらい感動した試合でした。昨日テレビを
見て思ったのは、ラグビーは人生と似ていると思い
ました。タックルされると少しずつしか前へ進め
ず、パスしながら進んでいるようでも少しずつしか
進めない。たまに蹴ってというプレイもあります
が、ぶつかりながら前に進んでいくのを見ている
と、人生と同じだなというふうに思いました。次の
試合が非常に楽しみですけど、新聞等では大金星、
世界からも賞賛の嵐、という記事を見ますと、ラグ
ビーファンでなくても嬉しい限りです。
　ラグビーの話から本題の野球の話に戻していきた

いと思いますが、先程言いましたが、僕は5年間カー
プの弱い時に監督をやらせて頂きました。今では
ネットの時代ですから、ネットで色々と叩かれたり、
やはり勝たないとダメだなと思いながら、5年間一
生懸命やらせて頂いて、何となくチームが強くなり
良いチームになった時に、5年目で体調を崩しチー
ムを退団することになりました。そういった中、ど
のような心境で監督になり、その後指導者として指
揮官として変化していったかを、お話ししていきた
いと思います。ベラベラ勝手に喋りますが、面白い
ところは大いに笑って頂き、そうじゃないぞという
所はちょっと心の中で思って頂いて、全部が全部皆
さんにこうして欲しいではなく、ほぼほぼ失敗談を
皆さんにお話しするので、そういった失敗をしない
ように、もしくは同じような経験をしたとか、そう
いう事があれば共有して頂き、少しでも参考にして
頂ければ幸いです。
　2010年に、監督を引き受けました。僕が現役を
引退したのが2005年です。2005年に引退しました
が、実は2005年にちょうど2000本安打、名球会の
資格を得るヒット数を打って、現役を引退しました
が、実はその2年前に引退をしようと思っていまし
た。なぜなら、ずっとレギュラーで試合に出ていま
したが、なかなか調子が上がらず、常に試合に出続
けた自分が出られなくなった自分との葛藤、「まだ
自分は出来る、でも使ってもらえない。何で俺を使
わないんだ」という勝手な気持ちからイライラし、
「毎日試合に出られないなら、もう辞めよう」とい
う風に考えていました。当時の監督が山本浩二さん
で、「今年で引退します」と伝えたところ、2000本
安打まで残りのヒット数が150本くらいでした。そ
の時に引退を伝えたところ、「お前バカか？」「後、
150本辛抱して頑張れ」「2000本打たないで辞めた
ら野球人生を後悔するぞ、一生後悔するぞ」と言わ
れました。引退せず、その言葉を信じて良かったで
す。2000本打てて良かったです。2000本打つと、
こういう所に呼んで頂けたり、名球会は毎年ハワイ
で総会があるのでハワイに旅行させて貰ったり、色
んなお仕事を頂いたり。もし打ってなければ、誰も
呼んでくれません。そう言った意味では山本浩二さ
んには感謝しています。そうして2000本打たせて

頂きましたが、僕は「打った」と思ってはいないで
す。「打たせて頂いた」と思っています。
　そうして2005年に引退し、4年間解説の仕事をし
ながら、同時にメジャーリーグで野球の勉強を少し
させて頂き、2010年に監督になる訳ですが、監督
のオファーってどうやってくるか分かります？段々
ストーブリーグになってくると、引退する人、人事
異動で監督が交代とかありますが、僕の場合は突然
松田オーナーから電話が掛かって来ました。「お前、
もう準備は出来ているか？」「何の話ですか？」「い
や、監督だよ。頼むよ。任せた。」これで終わりです。
「こういう風に監督は決まるのか」と思いましたが、
実際僕の場合はそうでした。ただ、その場で即答は
しませんでした。「ちょっと考えさせて下さい」と
いう事で、1週間くらい考えました。1週間後に「是
非やらせて下さい。やってみたいです。」と決断を
して、1年目を迎えました。最初は「僕の言う通り
にやれば絶対勝てる、勝たせてみせる」という過剰
意識でチームに入っていきましたが、実際に現場に
入ると理想と現実の差を痛感します。成績にも表
れ、なかなか上手くいかず、勝てず、苦しいシーズ
ンでした。17年間の現役生活の中で「こうやれば
自分は出来た」という自分がいました。それを「他
の選手にも伝えてあげたい、そうすれば必ず上手に
なる」という少しの勘違い、後には大きな勘違いに
なりましたが、それを1年目に痛感しました。
　2年目の時ですが、僕はシーズンが終わった後、
必ず家を離れて近くの温泉旅館に一人で泊まりに行
きます。それは、今日もここに手帳を持って来てい
ますが、よくプロ野球の試合を見ていると、こうい
う手帳をポケットに持って何かメモしています。最

近では、ジャイアンツに移籍した丸が有名ですが、
必ずベンチでメモを取っています。コーチの人達は、
手帳を持っています。この手帳には何を書いている
かというと、その日のスコアや気づいた事などを
取っています。このメモを持って、シーズンが終
わって、一人で温泉に行き2泊くらい、この手帳を
読み返し、そのシーズンを振り返ります。内容を読
んでみたいのですが、酷い事を書いていますし、怒
りをほぼ書いています。そういったメモを読み反省
をした時、1年目の反省として出て来た事が、「自分
が動き過ぎた、もっとコーチに任せよう」という事
でしたので、2年目のシーズンがキャンプから始ま
り、「練習を見たい、自分も指導したい」という事
をぐっと抑え、バッティング練習の場から離れ、ブ
ルペンでピッチャーが投げ出すとブルペンから離
れ、守備練習からも離れる。そうしてコーチの人達
に動いてもらうようにしました。しかし、「自分の
意見が反映されたチームが出来ないじゃないか」と
思われるかもしれませんが、これはテーブル上でや
るわけです。ミーティングをコーチとたくさんしま
す。僕はこの選手にはこういうプレイヤーになって
貰いたい、ピッチャーにはこの球を覚えて貰いた
い、そういった事をしっかりミーティングした後
に、グラウンドに出て指導して頂く、練習が終われ
ば練習の内容を把握して、少しずつコーチに動いて
貰うと同時に、コーチにも責任を感じて貰うという
指導方法に変えていきました。僕自身は最初に言っ
たように、『何とかしてやる』という感じで動いて
いましたが、なかなかそれをやるのは難しかったで
す。自分の言葉やジェスチャーなどで指導していき
たいのを、コーチに任せるというのは非常に簡単に

野村　謙二郎 氏
野球解説者
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伝えていますが、非常に苦しかったです。ただ、人
間というのは結果が付いてくれば、良い方向に行っ
ていれば、これを続けてみようと、成果として捉え
る事が出来ます。
　そんな2年目のシーズンが終わり、3年目を迎え
る訳ですが、コーチの入れ替わりがあっても、常に
コーチの人達には「新しい事を教えるのではなく、
自分達がプロ野球選手としてやってきた失敗談を伝
えよう」と言いました。こうしたら打てるとか、こ
うやって打てとか、そういう事ではなくて、こうやっ
て投げろ、こうやって取れ、でもなくて、こういう
風にして自分は失敗したという事を伝えるようにし
ました。なぜなら、こうやったら打てるよ、という
事は「いや、野村さんだから打てるんですよ」「山
本浩二さんだから打てるんですよ」、みんな思いが
ちです。ただ、失敗を伝える事によって「同じ事を
繰り返してきたんだ」「じゃあ、この失敗を同じ失
敗をしないように、こういう練習をすれば、もっと
上手になるんじゃないか」と選手は思ってくれたは
ずです。失敗談の方が簡単に言うと、耳から入り易
いし頭にすごく響く、僕はそのように感じました
し、実際に選手の聞いている目付きが違いました。
成功談を教えていると、ロッカーなどで選手だけに
なった時、「ああ言っているけど違う」という会話
をしているのではとさえ想像されます。3年目に入
り一つ改革したのは、ユーティリティープレイ
ヤー、色んなポジションを守れる人達を育てようと
しました。最近では当たり前ですが、ファーストと
キャッチャー、外野とファーストと三塁、と色んな
選手が出てくるようになりました。そういった改革
をし始めたのが3年目でした。
　4年目にはクライマックスシリーズが始まり、3
位で通過しましたが、3位といえば今期のカープは
やばいですね。阪神が今試合をしていると思います
が、2試合のうち2つ勝てば阪神が3位になり、1敗
すると広島という状況です。4年目にはほぼほぼ自
分の目指すチームは出来上がっていました。後は勝
ち切って勝つ事によってチーム自身が本当の意味の
自信を付けていく
という。5年目も
同じように3位で
通過したのですけ
ど、その時もジャ
イアンツに負け
た。野球に詳しく
無い人に説明しま
すけど、4年目に

はチームはほぼほぼ出来上がっていました。でも5
年目は勝てるチームになっていました。ただ、1.5
ゲーム差で首位ジャイアンツに3連敗しました。
ひっくり返さなきゃいけない大事な試合で。その時
の選手が悔しさを持って、2016年からほぼメンバー
は変わらず3連覇に繋がったのではないか、という
ふうに思っています。
　5年間をざっと振り返りましたが、簡単に振り返
れば良いのですが中には色々ありました。新聞では
叩かれ、球場では広島の強い高校である広陵高校の
監督がカープの監督をやった方が強くなるという野
次がある中で野球をしなければいけない。連敗して
いる時には、思い切った作戦を取ろうかどうしよう
か迷う訳で、そうすると送りバントか、思い切って
ヒットエンドランだと考えていると、お客さんが囁
くように言うんですよ。「お前が考えている逆をや
れ」と。これ心に響きますよ。僕も裏をやってやろ
うかと思っているのに、すごく悩み考えて采配を振
るっていた事があります。広島という土地は、すご
く野球に詳しい方が多いので、広島県民のほとんど
が監督を出来るのではないかと思うように、野球に
詳しいです。そんな野次も広島らしいと思いますけ
ど、僕が務めた5年間は、急に強くなった訳ではな
く、少しずつチームとして出来上がり、5年間やら
せて頂いた自分も本当にいっぱいいっぱいだった
ので、ちょっと体調を崩し、5年で退団する事にな
りました。
　振り返ってみると、広島の良かった部分、徹底し
ていた部分を少しお話ししたいと思います。強い
チームにするにはどうしたらいいのか？丸のような
素晴らしい選手も多く、4年や5年で、某球団に移
籍するのは仕方が無い事ですけど、それとは逆に来
てくれない、FAでも来てくれない。チームはどう
なるんだ、これは自分たちで作るしかないと。広島
は過去にも、エースだとジャイアンツOBの川口さ
んですね。4番バッターだと僕と同期入団のホーム
ラン王をとりました江藤さん、それから金本さん、
それから新井さんと、25年間の間にこれだけ主力
が取られると。だから25年も広島が優勝していな
いのかと言われます。僕から言わせれば、取られな
かったらもっと早く優勝していた、という気持ちは
あります。結果はどうかはわかりませんが、出てい
く選手が多い中で、どうしたら強いチームが出来る
のか、これは育てるしかありません。それと単純に
外国人をしっかりしたスカウティングで取ってく
る。後は若手を積極的に使う経験値です。僕はそれ
しかないと思っています。実際に丸、菊池それから

若い選手、色々選手も活躍していますけど、本当は
1軍のレベルでまだ使える段階では無かったと思っ
ています。でも、やはり本番でしっかり鍛えて、自
分の未熟さ、要するに「こんなピッチャーを打たな
ければ1軍では駄目なのか」、そう思う事で、選手
は自ずから練習する様になります。そういった悔し
さを経験して、どっしりとしたものが生まれる。1
年間だけ頑張れば良いではなく、長い間頑張れる自
分をつくる事に関しては、広島というチームは素晴
らしいなと思います。
　また、派手な事よりも地味な事をしっかりやる。
野球で地味な事は何でしょう、野球にはホームラン
があります、ファインプレーもありますが、野球で
地味な事って何だろう。当たり前の事ですが、挨拶
と笑顔、見えない所の助け合いです。野球の助け合
いとはカバーリングです。野球は、サードに打球が
飛んだらファーストにボールを投げなければいけま
せんが、その時セカンドがどういう動きをしている
か分かりますか？セカンドは暴投の事を考えてカ
バーにいきます。レフトも動きます。ボールと反対
の方へ動く事もすごく多いです。そうした事は広島
というチームは徹底的に教育されます。エラーより
も怒られます。それが当たり前になっているのと当
たり前になっていないのであれば、1年間戦う中で
大きく違ってきますし、それを指導する事が強い
チームをつくる近道ではないかと思います。
　強いチームの話はここまでにして、今の野球はど
ういう風に行われているか。皆さんも感じていると
思いますが、今はデータ野球です。各個人の月毎の
成績を5年間取り、3月、4月は強いけど夏場に弱い
選手、東京ドームでは強いが名古屋ドームでは弱い
等のデータ、このピッチャーには左対左でも強いが
右のピッチャーは過去5年間全く打ててないという
情報、そういったデータ等を捉え、最近の野球は選
手の起用を決めています。野球は本当に難しいです。
データのみならず、皆さんも良く経験している人間
関係も結構あります。誰と誰が仲が悪いとか。色ん
な選手がいます。こんな事言って良いのか、生意気
な選手もいます、勘違いしている奴もいます。蹴飛
ばしたい選手もいます。これは指導者としてしっか
り付き合っていかなければいけない。ここで1つ例
を上げます。2つのゲージの中でバッティング練習
をしていると、監督は後ろから見ています。「今日
も良い感じだな。ちょっとこうしたら良いな」と思
いながら見ています。試合前にあれこれ言っても駄
目で、ご機嫌を窺います。A君という選手に「今日
良い感じだね。内容がすごく良かったね。何を考え

て打っている？今日は3本位打てそうだね。」と話
しかけます。「ありがとうございます。頑張ります。」
とロッカーに引き上げていくA君。B君にも同じよ
うに練習が終わってから、「今日は芯にボールが当
たって良い感じのライナーが飛んでいるね。」と話
します。しかし、素っ気ない答えが来ました。正直
カチンときます。こちらはある程度気持ち良く試合
に望んで欲しいのに、素っ気ない答えは無いだろう
と思ってしまいます。そして、最後にC君ですが、
C君の場合は周りに良くいる少し面白い人ですが、
C君は練習を終えた時に、声をかける事が出来ませ
んでした。さて、C君はどのような行動を取ったで
しょうか？ C君はバッティング練習を終わったら
ロッカーに引き上げようとするのですが、僕の周り
をバットを持って行ったり来たりしました。声をか
けて欲しいのだと思います。そんな選手でした。で
は、A君B君C君のどの選手が気に入られて、どの
選手が駄目なのか。今の話ではB君がちょっと苦手
となりますよね。挨拶に置き換えると、「おはよう」
と言えばしっかり「おはようございます」と言う人、
「うっす」と言う人、照れくさそうに「おはようご
ざいます」と言う人と色んな人がいます。これも大
事ですが、そんなA君B君C君はレギュラーです。
試合に出て頑張って貰いたい、ここで指揮官が好き
嫌いでやってはダメです。特にB君や素っ気ない答
えを出した選手とどう付き合えば良いのか。その対
処方法があります。そんな人は人前で声をかけられ
るのが嫌です。そういう時は誰にも分からないよう
に、もしくはトイレで偶然を装ったり、ホテルでた
またま食事時間を合わせたり、そうした時に声をか
けてあげます。B君の場合は先程のバッティング練
習の件で言わせて頂くと、素っ気ない答え方をされ
ると少し寂しいという話をすると彼はこういう風に
答えました。「自分でも少し気になってはいました
が、あの日はイライラしていて、あんな受け答えに
なってしまいました。」と答えました。それを言っ
てくれたらこっちのもんです。「次からはちょっと
愛想よく頼むよ、皆見ているから」と言うと、「す
いませんでした。次からは気を付けます。」と返っ
てくる。こうしてコミュニケーションが取れる訳で
す。だからこういう操縦術と言いますか、今僕はそ
んな行動を取りましたが、人によっては「何だお前
その態度は」と言ってしまう。これ駄目です。どう
したらこちらを向いて貰えるか、お互いのコミュニ
ケーションの取り方を僕はたまたま先程の方法を取
りましたが、皆様の中にもアイデアを持って使い、
その人の性格を見ながら言葉、声掛けをしていくの
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伝えていますが、非常に苦しかったです。ただ、人
間というのは結果が付いてくれば、良い方向に行っ
ていれば、これを続けてみようと、成果として捉え
る事が出来ます。
　そんな2年目のシーズンが終わり、3年目を迎え
る訳ですが、コーチの入れ替わりがあっても、常に
コーチの人達には「新しい事を教えるのではなく、
自分達がプロ野球選手としてやってきた失敗談を伝
えよう」と言いました。こうしたら打てるとか、こ
うやって打てとか、そういう事ではなくて、こうやっ
て投げろ、こうやって取れ、でもなくて、こういう
風にして自分は失敗したという事を伝えるようにし
ました。なぜなら、こうやったら打てるよ、という
事は「いや、野村さんだから打てるんですよ」「山
本浩二さんだから打てるんですよ」、みんな思いが
ちです。ただ、失敗を伝える事によって「同じ事を
繰り返してきたんだ」「じゃあ、この失敗を同じ失
敗をしないように、こういう練習をすれば、もっと
上手になるんじゃないか」と選手は思ってくれたは
ずです。失敗談の方が簡単に言うと、耳から入り易
いし頭にすごく響く、僕はそのように感じました
し、実際に選手の聞いている目付きが違いました。
成功談を教えていると、ロッカーなどで選手だけに
なった時、「ああ言っているけど違う」という会話
をしているのではとさえ想像されます。3年目に入
り一つ改革したのは、ユーティリティープレイ
ヤー、色んなポジションを守れる人達を育てようと
しました。最近では当たり前ですが、ファーストと
キャッチャー、外野とファーストと三塁、と色んな
選手が出てくるようになりました。そういった改革
をし始めたのが3年目でした。
　4年目にはクライマックスシリーズが始まり、3
位で通過しましたが、3位といえば今期のカープは
やばいですね。阪神が今試合をしていると思います
が、2試合のうち2つ勝てば阪神が3位になり、1敗
すると広島という状況です。4年目にはほぼほぼ自
分の目指すチームは出来上がっていました。後は勝
ち切って勝つ事によってチーム自身が本当の意味の
自信を付けていく
という。5年目も
同じように3位で
通過したのですけ
ど、その時もジャ
イアンツに負け
た。野球に詳しく
無い人に説明しま
すけど、4年目に

はチームはほぼほぼ出来上がっていました。でも5
年目は勝てるチームになっていました。ただ、1.5
ゲーム差で首位ジャイアンツに3連敗しました。
ひっくり返さなきゃいけない大事な試合で。その時
の選手が悔しさを持って、2016年からほぼメンバー
は変わらず3連覇に繋がったのではないか、という
ふうに思っています。
　5年間をざっと振り返りましたが、簡単に振り返
れば良いのですが中には色々ありました。新聞では
叩かれ、球場では広島の強い高校である広陵高校の
監督がカープの監督をやった方が強くなるという野
次がある中で野球をしなければいけない。連敗して
いる時には、思い切った作戦を取ろうかどうしよう
か迷う訳で、そうすると送りバントか、思い切って
ヒットエンドランだと考えていると、お客さんが囁
くように言うんですよ。「お前が考えている逆をや
れ」と。これ心に響きますよ。僕も裏をやってやろ
うかと思っているのに、すごく悩み考えて采配を振
るっていた事があります。広島という土地は、すご
く野球に詳しい方が多いので、広島県民のほとんど
が監督を出来るのではないかと思うように、野球に
詳しいです。そんな野次も広島らしいと思いますけ
ど、僕が務めた5年間は、急に強くなった訳ではな
く、少しずつチームとして出来上がり、5年間やら
せて頂いた自分も本当にいっぱいいっぱいだった
ので、ちょっと体調を崩し、5年で退団する事にな
りました。
　振り返ってみると、広島の良かった部分、徹底し
ていた部分を少しお話ししたいと思います。強い
チームにするにはどうしたらいいのか？丸のような
素晴らしい選手も多く、4年や5年で、某球団に移
籍するのは仕方が無い事ですけど、それとは逆に来
てくれない、FAでも来てくれない。チームはどう
なるんだ、これは自分たちで作るしかないと。広島
は過去にも、エースだとジャイアンツOBの川口さ
んですね。4番バッターだと僕と同期入団のホーム
ラン王をとりました江藤さん、それから金本さん、
それから新井さんと、25年間の間にこれだけ主力
が取られると。だから25年も広島が優勝していな
いのかと言われます。僕から言わせれば、取られな
かったらもっと早く優勝していた、という気持ちは
あります。結果はどうかはわかりませんが、出てい
く選手が多い中で、どうしたら強いチームが出来る
のか、これは育てるしかありません。それと単純に
外国人をしっかりしたスカウティングで取ってく
る。後は若手を積極的に使う経験値です。僕はそれ
しかないと思っています。実際に丸、菊池それから

若い選手、色々選手も活躍していますけど、本当は
1軍のレベルでまだ使える段階では無かったと思っ
ています。でも、やはり本番でしっかり鍛えて、自
分の未熟さ、要するに「こんなピッチャーを打たな
ければ1軍では駄目なのか」、そう思う事で、選手
は自ずから練習する様になります。そういった悔し
さを経験して、どっしりとしたものが生まれる。1
年間だけ頑張れば良いではなく、長い間頑張れる自
分をつくる事に関しては、広島というチームは素晴
らしいなと思います。
　また、派手な事よりも地味な事をしっかりやる。
野球で地味な事は何でしょう、野球にはホームラン
があります、ファインプレーもありますが、野球で
地味な事って何だろう。当たり前の事ですが、挨拶
と笑顔、見えない所の助け合いです。野球の助け合
いとはカバーリングです。野球は、サードに打球が
飛んだらファーストにボールを投げなければいけま
せんが、その時セカンドがどういう動きをしている
か分かりますか？セカンドは暴投の事を考えてカ
バーにいきます。レフトも動きます。ボールと反対
の方へ動く事もすごく多いです。そうした事は広島
というチームは徹底的に教育されます。エラーより
も怒られます。それが当たり前になっているのと当
たり前になっていないのであれば、1年間戦う中で
大きく違ってきますし、それを指導する事が強い
チームをつくる近道ではないかと思います。
　強いチームの話はここまでにして、今の野球はど
ういう風に行われているか。皆さんも感じていると
思いますが、今はデータ野球です。各個人の月毎の
成績を5年間取り、3月、4月は強いけど夏場に弱い
選手、東京ドームでは強いが名古屋ドームでは弱い
等のデータ、このピッチャーには左対左でも強いが
右のピッチャーは過去5年間全く打ててないという
情報、そういったデータ等を捉え、最近の野球は選
手の起用を決めています。野球は本当に難しいです。
データのみならず、皆さんも良く経験している人間
関係も結構あります。誰と誰が仲が悪いとか。色ん
な選手がいます。こんな事言って良いのか、生意気
な選手もいます、勘違いしている奴もいます。蹴飛
ばしたい選手もいます。これは指導者としてしっか
り付き合っていかなければいけない。ここで1つ例
を上げます。2つのゲージの中でバッティング練習
をしていると、監督は後ろから見ています。「今日
も良い感じだな。ちょっとこうしたら良いな」と思
いながら見ています。試合前にあれこれ言っても駄
目で、ご機嫌を窺います。A君という選手に「今日
良い感じだね。内容がすごく良かったね。何を考え

て打っている？今日は3本位打てそうだね。」と話
しかけます。「ありがとうございます。頑張ります。」
とロッカーに引き上げていくA君。B君にも同じよ
うに練習が終わってから、「今日は芯にボールが当
たって良い感じのライナーが飛んでいるね。」と話
します。しかし、素っ気ない答えが来ました。正直
カチンときます。こちらはある程度気持ち良く試合
に望んで欲しいのに、素っ気ない答えは無いだろう
と思ってしまいます。そして、最後にC君ですが、
C君の場合は周りに良くいる少し面白い人ですが、
C君は練習を終えた時に、声をかける事が出来ませ
んでした。さて、C君はどのような行動を取ったで
しょうか？ C君はバッティング練習を終わったら
ロッカーに引き上げようとするのですが、僕の周り
をバットを持って行ったり来たりしました。声をか
けて欲しいのだと思います。そんな選手でした。で
は、A君B君C君のどの選手が気に入られて、どの
選手が駄目なのか。今の話ではB君がちょっと苦手
となりますよね。挨拶に置き換えると、「おはよう」
と言えばしっかり「おはようございます」と言う人、
「うっす」と言う人、照れくさそうに「おはようご
ざいます」と言う人と色んな人がいます。これも大
事ですが、そんなA君B君C君はレギュラーです。
試合に出て頑張って貰いたい、ここで指揮官が好き
嫌いでやってはダメです。特にB君や素っ気ない答
えを出した選手とどう付き合えば良いのか。その対
処方法があります。そんな人は人前で声をかけられ
るのが嫌です。そういう時は誰にも分からないよう
に、もしくはトイレで偶然を装ったり、ホテルでた
またま食事時間を合わせたり、そうした時に声をか
けてあげます。B君の場合は先程のバッティング練
習の件で言わせて頂くと、素っ気ない答え方をされ
ると少し寂しいという話をすると彼はこういう風に
答えました。「自分でも少し気になってはいました
が、あの日はイライラしていて、あんな受け答えに
なってしまいました。」と答えました。それを言っ
てくれたらこっちのもんです。「次からはちょっと
愛想よく頼むよ、皆見ているから」と言うと、「す
いませんでした。次からは気を付けます。」と返っ
てくる。こうしてコミュニケーションが取れる訳で
す。だからこういう操縦術と言いますか、今僕はそ
んな行動を取りましたが、人によっては「何だお前
その態度は」と言ってしまう。これ駄目です。どう
したらこちらを向いて貰えるか、お互いのコミュニ
ケーションの取り方を僕はたまたま先程の方法を取
りましたが、皆様の中にもアイデアを持って使い、
その人の性格を見ながら言葉、声掛けをしていくの
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が大事じゃないかなと思います。
　そういった中から、リーダーとはどうやって作っ
ていくのか。その事を少し話したいと思います。
　リーダーというのは、「ハイ、私がリーダーやり
ます！」と言うような人はなかなかいないと思いま
す。リーダーというのは、やはり野球の成績であり、
しっかりした挨拶や話が出来、色んな要素があると
思いますが、僕の場合はリーダーを一人にしません
でした。チームを作り上げていく上で、二人にしま
した。これは名前出します。菊池選手と丸選手をリー
ダーにしました。最初に彼らを呼び、「君らにリー
ダーをして貰う。」と伝えました。二人はまだ若かっ
たので、キョトンとしていました。そこで、「普通
に今まで通りやってくれれば良いが、申し訳無いけ
れど、人よりも叱られる。厳しく当たられる事が、
多くなると思う。それだけは理解してくれ。」と補
足しました。そうして僕はリーダーを作っていきま
した。リーダーというのは、自分の成績に関わらず、
しっかり周りを見て引っ張っていって貰いたい訳
です。菊池選手に関しては、打てないとベンチの前
で声が出なくなり、下向いてこそこそしている時に
は、よく叱りました。最初に言っておいた事で彼は
しっかり理解してくれたので、それからは声を出さ
ない事は無かったし、丸に関しても、冗談を言って、
みんなを笑わせたり、ちょっと先輩に対して生意気
な事を言っていじってみたり、そういう事をしなが
ら、チームの中心選手になっていった訳です。ただ、
出来ればレギュラーの選手が良いのではないかな
と思う訳です。
　本日、ここにあるものを読みながらお話しさせて
頂いていますが、次はノートを取る事と書いていま

す。先程メモのお話をしました。私は、既に30冊
くらいノートがありますが、その内容をお話ししま
す。酷いです。ある試合についてスコアも書いてい
ますが、その中で、バントに失敗したとあります。
バントの失敗でそんなに怒りません。しょっちゅう
失敗していますので。どういう時に怒ったかという
と、あるバッターに「最初からバントの構えをして、
バントして下さい。」とベンチで伝え、「わかりまし
た、バントの構えですね。」と返答を聞き、送り出
しました。当然サインもバントです。そうしたら、
数秒前までバントの構えですねと言っていた彼が、
打つ構えからバントをしようとしたのです。サード
コーチャーからもう一度、バントの構えからですよ
と、サインを送り、彼はうなずきました。結果、彼
はバントに失敗したのですが、このノートに書いて
ある事は、「こんなアホな奴、二度と使わん。顔も
見たくない。野球以前の問題だ。」です。今言いま
したが、こんな事がたくさん書いてあります。でも、
こういったメモを一年経ってから見直す、もしく
は、今も時々見直します。その時に、自分の成長や
未熟さなどを感じる事がたくさんあります。皆さん
の中で、僕より前から日記をつけたり、手帳でメモ
をしたりする方がいると思いますが、まだやられて
ない方、毎日つけなくても良いと思います。会社の
事、家の事、スポーツの事、何でも良いです。それ
を少しずつ書いていけば、一年二年経った後に、自
分の変化に気づけると思います。考え方が若かった
とか、全然変わってないとか、同じ事を今も思うと
か。色々な事が出ると思います。最近ではスマート
フォンで日記もつけられますので、暇な時に走り書
き程度で書いておいても、将来役に立つのではない

かなと思います。ノートを取る事について、最後に
なりますが、選手と現役時代に約束した事がありま
す。それは、もう一人の自分に問いかけてみなさい、
という事です。簡単に言うと、正義の味方の自分と
悪魔の自分、人間の頭の中に必ず現れてきます。例
えば、仕事を今日中にしなければいけないとか、明
日でいいやとか。自分の中で天使と悪魔が葛藤する
訳です。負けっぱなしでは人としてはダメだと思い
ます。野球に例えると、一回の表の攻撃で、満塁で
ダブルプレーをしてしまい、チャンスを潰してし
まった。もしくは一回の裏の守りで、大きなミスを
して得点が入ってしまった。スタートから失敗をし
てしまった。でも試合に出ないといけない。「今日
ダメな日だ。」「今日俺のせいで負けてしまう。」「打
席でも集中力がない。」「ピッチャーなら初回に3点
取られました。今日負けてしまう。」こういう選手
がたくさんいると思います。ただ、野球というのは
都合が良い事に九回まであります。一回の表裏で、
自分のミスで得点が取れなかった、自分のミスで得
点を取られてしまった。その人が試合に出ている限
り、九回の裏、さよならのチャンスで打順が来る事
があります。その時に、もし同じ気持ちで試合をし
ていれば、ダメな自分でいれば、どうなるでしょう。
九回の裏にサヨナラヒットが打てるでしょうか？最
後の最後まで諦めないために、やはり良い自分と悪
い自分、最後まで諦めない気持ちを持っていれば、
そんな場面でも力を発揮出来るのではないかと思い
ます。良い反省が出来ると思います。
　ここまでは自分の失敗談です。成功した人間では
無いので、あまり聞く価値がないかもしれませんが、
失敗談を話す事は今日のキーワードですが、失敗し
たからこそ、失敗して欲しくない。野球に限らず、
会社やスポーツをされている方、趣味で何かをされ
ている方、人間関係の事など当てはめてみると、使
えるものは自分の事に変換して足しにしてくれれば
良いと思います。やはり成功した人というのは、「あ
の人だから出来たんだ」と私も思います。失敗した
人の話を聞く事は、僕も色んな人から話を聞きます
が、失敗した人の話はとても面白いです。「この人
でもこんな失敗をしているんだ」と勇気が湧いてき
ます。ですから、参考に出来る部分は参考にして頂
ければと思います。
　実は、僕は様々な苦い経験から、自分の知識の無
さを補うべく、この年から広島大学の大学院に2年
間通い勉強をしました。これはなぜ勉強をしに行っ
たかと言うと、少し恥ずかしいのですが、僕が指導
した選手にすごく期待をしていた選手がいました。

その選手はなかなか成績が上がりませんでした。僕
と同じようなタイプだったので、「この選手は必ず
良い選手になる、絶対打てるようになる」と思った
のですが、なかなかうまくいきませんでした。彼が
悪いのか、僕が悪いのか。最終的には、僕の指導が
悪かったのだと思います。僕の知識が無いために、
彼の思うような打撃をさせてあげられなかった。そ
んな後悔から、少し大学院で勉強させて貰いまし
た。今から少しどんな勉強したかという事を話して
いきますが、小一時間話しているので、皆さんその
場でいいので、少し肩を後ろの人を叩かない程度に
回して下さい。寝ている人は起こしてしまう、ごめ
んなさい。はい、ありがとうございます。さて回し
て下さいと言って、僕は肩を回す方向を後ろか前か
と言いませんでした。でも、自然と前に回した人、
後ろに回した人がいました。実は、人の体の使い方
というのを勉強しました。人の体の使い方は、人そ
れぞれです。今、肩を回せと言っただけで、前、後ろ、
自分が動かし易い方に回したのです。これは歩き方
でも一緒です。外股で歩く人、前傾姿勢で歩く人と
様々です。歩き方は違います。という事は靴のすり
減り方も性別も含めて違ってくるという事を勉強
しました。身体特性に基づいたコーチングのあり方
という事を勉強したのです。僕は長い間野球に携わ
る中で、コーチが言った事が分かる選手と分からな
い選手がいます。同じコーチが指導をしても、選手
のセンスやポテンシャルの問題、もしくは指導力不
足、しかしこれらはコーチの問題なのです。同じ指
導で、なぜ大きな差が出るのか。選手は頭で理解し
ていても、なかなかコーチの言うように動けない。
何が原因なのかという時に、フォースタンス理論と
言うのがあります。フォースタンス理論とは、人の
体の動かし方を4つに分類する。4つに分ける事に
より、本来の自分の体の正しい動かし方をしないと
自分の最大限のパワーを出せないと言う理論です。
ここにイチロー型、長嶋茂雄型という風にあります
が、こんな風にタイプが分かれています。違ったタ
イプの打ち方をすると、うまくいきません。「イチ
ローみたいに打ってみろ」とか、「松井みたいになれ」
と言っても、タイプが違うとなれません。この画像
は、イチロー選手と松井選手の打ち方です。バット
を振り、ボールを打つ所ではなく、A1タイプとB2
タイプという感じです。これは、軸足に残して打つ
タイプと、イチロー選手のように前に行きながら打
つ選手という違いです。ここで見本を見せますが、
松井選手はこのように残してから足を出して打つ、
イチロー選手は振り子で前に行きながら打つ、と全 
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が大事じゃないかなと思います。
　そういった中から、リーダーとはどうやって作っ
ていくのか。その事を少し話したいと思います。
　リーダーというのは、「ハイ、私がリーダーやり
ます！」と言うような人はなかなかいないと思いま
す。リーダーというのは、やはり野球の成績であり、
しっかりした挨拶や話が出来、色んな要素があると
思いますが、僕の場合はリーダーを一人にしません
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ダーをして貰う。」と伝えました。二人はまだ若かっ
たので、キョトンとしていました。そこで、「普通
に今まで通りやってくれれば良いが、申し訳無いけ
れど、人よりも叱られる。厳しく当たられる事が、
多くなると思う。それだけは理解してくれ。」と補
足しました。そうして僕はリーダーを作っていきま
した。リーダーというのは、自分の成績に関わらず、
しっかり周りを見て引っ張っていって貰いたい訳
です。菊池選手に関しては、打てないとベンチの前
で声が出なくなり、下向いてこそこそしている時に
は、よく叱りました。最初に言っておいた事で彼は
しっかり理解してくれたので、それからは声を出さ
ない事は無かったし、丸に関しても、冗談を言って、
みんなを笑わせたり、ちょっと先輩に対して生意気
な事を言っていじってみたり、そういう事をしなが
ら、チームの中心選手になっていった訳です。ただ、
出来ればレギュラーの選手が良いのではないかな
と思う訳です。
　本日、ここにあるものを読みながらお話しさせて
頂いていますが、次はノートを取る事と書いていま

す。先程メモのお話をしました。私は、既に30冊
くらいノートがありますが、その内容をお話ししま
す。酷いです。ある試合についてスコアも書いてい
ますが、その中で、バントに失敗したとあります。
バントの失敗でそんなに怒りません。しょっちゅう
失敗していますので。どういう時に怒ったかという
と、あるバッターに「最初からバントの構えをして、
バントして下さい。」とベンチで伝え、「わかりまし
た、バントの構えですね。」と返答を聞き、送り出
しました。当然サインもバントです。そうしたら、
数秒前までバントの構えですねと言っていた彼が、
打つ構えからバントをしようとしたのです。サード
コーチャーからもう一度、バントの構えからですよ
と、サインを送り、彼はうなずきました。結果、彼
はバントに失敗したのですが、このノートに書いて
ある事は、「こんなアホな奴、二度と使わん。顔も
見たくない。野球以前の問題だ。」です。今言いま
したが、こんな事がたくさん書いてあります。でも、
こういったメモを一年経ってから見直す、もしく
は、今も時々見直します。その時に、自分の成長や
未熟さなどを感じる事がたくさんあります。皆さん
の中で、僕より前から日記をつけたり、手帳でメモ
をしたりする方がいると思いますが、まだやられて
ない方、毎日つけなくても良いと思います。会社の
事、家の事、スポーツの事、何でも良いです。それ
を少しずつ書いていけば、一年二年経った後に、自
分の変化に気づけると思います。考え方が若かった
とか、全然変わってないとか、同じ事を今も思うと
か。色々な事が出ると思います。最近ではスマート
フォンで日記もつけられますので、暇な時に走り書
き程度で書いておいても、将来役に立つのではない

かなと思います。ノートを取る事について、最後に
なりますが、選手と現役時代に約束した事がありま
す。それは、もう一人の自分に問いかけてみなさい、
という事です。簡単に言うと、正義の味方の自分と
悪魔の自分、人間の頭の中に必ず現れてきます。例
えば、仕事を今日中にしなければいけないとか、明
日でいいやとか。自分の中で天使と悪魔が葛藤する
訳です。負けっぱなしでは人としてはダメだと思い
ます。野球に例えると、一回の表の攻撃で、満塁で
ダブルプレーをしてしまい、チャンスを潰してし
まった。もしくは一回の裏の守りで、大きなミスを
して得点が入ってしまった。スタートから失敗をし
てしまった。でも試合に出ないといけない。「今日
ダメな日だ。」「今日俺のせいで負けてしまう。」「打
席でも集中力がない。」「ピッチャーなら初回に3点
取られました。今日負けてしまう。」こういう選手
がたくさんいると思います。ただ、野球というのは
都合が良い事に九回まであります。一回の表裏で、
自分のミスで得点が取れなかった、自分のミスで得
点を取られてしまった。その人が試合に出ている限
り、九回の裏、さよならのチャンスで打順が来る事
があります。その時に、もし同じ気持ちで試合をし
ていれば、ダメな自分でいれば、どうなるでしょう。
九回の裏にサヨナラヒットが打てるでしょうか？最
後の最後まで諦めないために、やはり良い自分と悪
い自分、最後まで諦めない気持ちを持っていれば、
そんな場面でも力を発揮出来るのではないかと思い
ます。良い反省が出来ると思います。
　ここまでは自分の失敗談です。成功した人間では
無いので、あまり聞く価値がないかもしれませんが、
失敗談を話す事は今日のキーワードですが、失敗し
たからこそ、失敗して欲しくない。野球に限らず、
会社やスポーツをされている方、趣味で何かをされ
ている方、人間関係の事など当てはめてみると、使
えるものは自分の事に変換して足しにしてくれれば
良いと思います。やはり成功した人というのは、「あ
の人だから出来たんだ」と私も思います。失敗した
人の話を聞く事は、僕も色んな人から話を聞きます
が、失敗した人の話はとても面白いです。「この人
でもこんな失敗をしているんだ」と勇気が湧いてき
ます。ですから、参考に出来る部分は参考にして頂
ければと思います。
　実は、僕は様々な苦い経験から、自分の知識の無
さを補うべく、この年から広島大学の大学院に2年
間通い勉強をしました。これはなぜ勉強をしに行っ
たかと言うと、少し恥ずかしいのですが、僕が指導
した選手にすごく期待をしていた選手がいました。

その選手はなかなか成績が上がりませんでした。僕
と同じようなタイプだったので、「この選手は必ず
良い選手になる、絶対打てるようになる」と思った
のですが、なかなかうまくいきませんでした。彼が
悪いのか、僕が悪いのか。最終的には、僕の指導が
悪かったのだと思います。僕の知識が無いために、
彼の思うような打撃をさせてあげられなかった。そ
んな後悔から、少し大学院で勉強させて貰いまし
た。今から少しどんな勉強したかという事を話して
いきますが、小一時間話しているので、皆さんその
場でいいので、少し肩を後ろの人を叩かない程度に
回して下さい。寝ている人は起こしてしまう、ごめ
んなさい。はい、ありがとうございます。さて回し
て下さいと言って、僕は肩を回す方向を後ろか前か
と言いませんでした。でも、自然と前に回した人、
後ろに回した人がいました。実は、人の体の使い方
というのを勉強しました。人の体の使い方は、人そ
れぞれです。今、肩を回せと言っただけで、前、後ろ、
自分が動かし易い方に回したのです。これは歩き方
でも一緒です。外股で歩く人、前傾姿勢で歩く人と
様々です。歩き方は違います。という事は靴のすり
減り方も性別も含めて違ってくるという事を勉強
しました。身体特性に基づいたコーチングのあり方
という事を勉強したのです。僕は長い間野球に携わ
る中で、コーチが言った事が分かる選手と分からな
い選手がいます。同じコーチが指導をしても、選手
のセンスやポテンシャルの問題、もしくは指導力不
足、しかしこれらはコーチの問題なのです。同じ指
導で、なぜ大きな差が出るのか。選手は頭で理解し
ていても、なかなかコーチの言うように動けない。
何が原因なのかという時に、フォースタンス理論と
言うのがあります。フォースタンス理論とは、人の
体の動かし方を4つに分類する。4つに分ける事に
より、本来の自分の体の正しい動かし方をしないと
自分の最大限のパワーを出せないと言う理論です。
ここにイチロー型、長嶋茂雄型という風にあります
が、こんな風にタイプが分かれています。違ったタ
イプの打ち方をすると、うまくいきません。「イチ
ローみたいに打ってみろ」とか、「松井みたいになれ」
と言っても、タイプが違うとなれません。この画像
は、イチロー選手と松井選手の打ち方です。バット
を振り、ボールを打つ所ではなく、A1タイプとB2
タイプという感じです。これは、軸足に残して打つ
タイプと、イチロー選手のように前に行きながら打
つ選手という違いです。ここで見本を見せますが、
松井選手はこのように残してから足を出して打つ、
イチロー選手は振り子で前に行きながら打つ、と全 
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く打ち方が違う訳です。これを極端に言うと、タイ
プは松井選手で体型がイチロー選手で走るのが早く
て男前で、コーチが「お前イチローみたいに打て」
と言っても打てない訳です。そうすると、どんな現
象が起きるかと言うと、練習をしても自分のイメー
ジ通りいかず、「俺、こんなに練習したけど野球は
つまらないから、サッカー行こう」という現象が起
こり得る訳です。西武ライオンズの山川選手は、こ
んな事を言っています。「足を大きく上げ、投手方
向に踏み出して、体をぶつけるように体重移動す
る。ホームランバッターは軸足で回るものだ」と。
松井選手みたいですね。軸足の方で回ろうと思った
けれども打ち辛かったようで、彼はフォームを変え
た訳ですが、その事がホームラン王を取れたと、今
年もホームラン王になれると思いますが、そんな事
をプロ野球選手でも言っています。もしかすると、
コーチに言われた事をして、しっくりこなかったの
かもしれない。もしかすると、自分で見つけ出した
のかもしれない。こういう事を言っています。「イ
メージと自分の体の使い方は違う。」と言っていま
す。
　これは実験ですが、これにA、Bと書いています。
これは特殊なプレートで普通に立った時に、ここに
赤い線が立っています。大学生の女子バレー部に手
伝って頂いたのですが、普通に立つだけでつま先体
重、かかと体重が分かります。この人達は普通に立っ
ているだけですが、これだけ違います。下の矢印は
どこにウエイトが乗っているかが分かり易いと思い
ます。Aの子はつま先側に重心があり、Bの子はか
かと側に重心がある、立っているだけですが、これ
だけ違います。
　少年野球の人達にアンケートをした所、指導者の
言う通り練習して上手く出来なかった経験があると
いう答えが圧倒数出て来ました。自分の力・経験不
足が74％、124名中それ以外が、指導者の言う事が
分からない・合わないという事になります。「76％
の人が分かっているのだから、20％程度の事は別
に良いだろう。」ではなく、これは大きな問題です。
分からない指導は、指導になっていません。分かっ
て貰うために、どういう指導をしなければならない
かという事です。憧れの選手の真似をした事があり
ますかという設問には、ほとんどの人が真似してい
ると答えました。真似はするけど、では打てるか。
阿部選手のようになりたくて真似はするけど、阿部
選手のようにホームランは打てない。ほとんど出来
なかった、全く出来なかった、参考にはなるけど出
来なかった、がいるという事です。最後にここで何

が言いたいかというと、押し付けはダメという事で
す。指導者の皆さんが「こういう風にやりなさい」
「ああいう風にやりなさい」というのは結構ですけ
ど、今のような事をしっかり理解した上で指導して
いかないと、無責任じゃないかと僕は思います。そ
ういった事を大学院で勉強して、大学の教授に質問
をぶつけて色々な事を学びましたが、納得出来る答
えとして確たるものは出ていませんが、間違いなく
言える事は、しっかりした指導方法をしていかない
と野球人口、スポーツ全般を含めてやる人達が少な
くなるのではないかと思います。
　こういった事をしてきましたが、そろそろ時間と
なりますので終わりにしていきますが、僕が今日皆
さんに一番伝えたい事は「成功談よりも失敗談を伝
える事」を是非やって頂きたいです。お酒飲みなが
ら自慢話をされても、これだけは聞きたくない話
じゃないですか。「また、この話かよ。」とか、それ
に近いものがあると思います。世界レベルの人の話
であれば別ですが。失敗談から学ぶ事はたくさんあ
ると思います。良い話をしたとかではなく、失敗談
に耳を傾ける、失敗談は説得力があるという事を皆
さんに理解して頂きたいと思い、お話をして参りま
した。これで僕の話は終わりますが、後10分程あ
りますので質問があれば出来る限りお答え致しし
ます。年俸はいくら位貰っていましたか、という質
問はやめてください。

　　　　野球人生の中で影響を受けた人・指導法が
わかるエピソードをお聞かせ下さい。

　　　　僕の少年野球時代の指導者は既に他界して
おられますが、野球に限らず色んなスポーツにト
ライさせてくれる先生で、その方にスポーツをす
る楽しさを教えて貰いました。その後も、全ての
指導者に影響を受けました。「自慢話をするよう
になっちゃいけない」「何でこんな事も出来ない
んだ」は僕にとっては良い指導でしたが、逆にそ
うならないようにしようという事も学びました。
大学時代の監督はすごく厳しい方で、僕がプロに
入団した時に同じ東都大学の選手が1軍で活躍し

て、僕の1年目は代走とか控えでした。1年目が
終わってから監督に挨拶に行ったら門前払いを
食らい、「どこどこの大学の選手に負ける奴はう
ちの門をくぐってはならん」と言われました。
せっかく会いに行ったのに門前払いを食らった
ので「このやろー」と思って一生懸命練習した記
憶があります。これも良い指導だったと思います。

　　　　毎週試合を見ていますが野村謙二郎さんの
解説が一番勉強になり、多面的でインテリジェン
トですごく勉強になります。カープが今強い礎を
築いたのは野村監督だと思いますが、またユニ
フォームを着て強いカープにする事は考えてい
らっしゃいますか？

　　　　十分強いですし、3連覇もしているんです
よ。でも、僕も色々な所でこういった講演をさせ
て頂いてますが、本当に勝つのは大変です。3連
覇と簡単に言いますが、とてつもない事を彼らは
やり遂げました。言葉は悪いですが、会社の方針
で優勝絶対命令でお金はいくら使っても良いか
ら、良い選手を引っ張って来いというチームもあ
る中で3連覇をしたという事は本当にすごい事だ
と思います。企業で言う、いかにお金をかけずに
勝つか、いかに投資をせずに稼ぐか、といった部
分に関してはこんなに素晴らしいチームはない
と思います。その中で全国にこれだけのカープ
ファンの方がいて、全国にカープを更に意識付け
てきたのはファンの皆様のおかげだと思います。
それは緒方監督の功績だと思います。僕は、たま

たま弱い時に監督をやって上がり調子の時に自
分の体調面で退団しましたが、僕の答えは、はっ
きり言うと戻りません。緒方監督がまだまだやる
べきだと思いますし、何というかそういう土地柄
なんです。カープファンは「弱いから応援してあ
げたいというカープ女子」であったり「あんなに
努力してるから」っていう人もいるし、色々言わ
れますがにわかファンという本当はカープファ
ンじゃない人が乗っかって来たりもしますが、
チームとしては僕らも「あの選手を獲ってくれ」
とか、監督時代には「こうしたら強くなる」とか
言いましたが、やはりお金をかけなくても一生懸
命頑張る姿という事で励まされたファンの方も
たくさんいると思うので、今まで通り応援して頂
いて、時には弱くな
るかもしれないです
けど、25年も優勝
しない事はないと思
うんで、また応援し
て頂ければ有難いで
す。

　　　　青森市にプロの球団はないのですが、広島
市民はカープに対する熱い思いと叱咤激励もある
と思うんですけど、やはり結構厳しいものです
か？

　　　　先程も話しましたが厳しいです。今では、
缶ビールとか持ち込めないようになっています
が、僕らがやっていた市民球場は缶ビール持込み
OKだったので、負けると缶ビール飛んで来たり
しました。「何をやってるんだ」という感じです。
ここにお父さん達もたくさんいますけど、広島県
のお父さんはみんな監督だと思って間違いないで
す。ほぼ監督として采配を振るっているので、テ
レビでも球場でも采配を振るうのでカープの監督
をするのは相当なプレッシャーです。野球につい
て本当に詳しいです。

質問１

回答１

質問２

回答２ 質問３

回答３

1966年9月19日生まれ。大分県佐伯市出身。駒澤大学出身。
1988年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。
1990年、プロ2年目でオールスターゲームに選ばれ、自身初
のタイトルとなる盗塁王を獲得。
1991年は全試合出場を果たし、2年連続の盗塁王と最多安打
を獲得しベストナインに選ばれる。1994年にも最多安打と盗
塁王を獲得、この年から7年間主将を務めた。

1995年、史上6人目となるトリプルスリー（打率.315、32本
塁打、30盗塁）を記録。
2005年に通算2000本安打達成。同年限りで現役引退を表明。
2010年から5年間カープの監督を務め、2013年には球団初
のクライマックスシリーズ進出。
現在は広島テレビ野球解説者・スポーツニッポンの野球評論家
を務める。

プロフィール 野村　謙二郎 氏
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く打ち方が違う訳です。これを極端に言うと、タイ
プは松井選手で体型がイチロー選手で走るのが早く
て男前で、コーチが「お前イチローみたいに打て」
と言っても打てない訳です。そうすると、どんな現
象が起きるかと言うと、練習をしても自分のイメー
ジ通りいかず、「俺、こんなに練習したけど野球は
つまらないから、サッカー行こう」という現象が起
こり得る訳です。西武ライオンズの山川選手は、こ
んな事を言っています。「足を大きく上げ、投手方
向に踏み出して、体をぶつけるように体重移動す
る。ホームランバッターは軸足で回るものだ」と。
松井選手みたいですね。軸足の方で回ろうと思った
けれども打ち辛かったようで、彼はフォームを変え
た訳ですが、その事がホームラン王を取れたと、今
年もホームラン王になれると思いますが、そんな事
をプロ野球選手でも言っています。もしかすると、
コーチに言われた事をして、しっくりこなかったの
かもしれない。もしかすると、自分で見つけ出した
のかもしれない。こういう事を言っています。「イ
メージと自分の体の使い方は違う。」と言っていま
す。
　これは実験ですが、これにA、Bと書いています。
これは特殊なプレートで普通に立った時に、ここに
赤い線が立っています。大学生の女子バレー部に手
伝って頂いたのですが、普通に立つだけでつま先体
重、かかと体重が分かります。この人達は普通に立っ
ているだけですが、これだけ違います。下の矢印は
どこにウエイトが乗っているかが分かり易いと思い
ます。Aの子はつま先側に重心があり、Bの子はか
かと側に重心がある、立っているだけですが、これ
だけ違います。
　少年野球の人達にアンケートをした所、指導者の
言う通り練習して上手く出来なかった経験があると
いう答えが圧倒数出て来ました。自分の力・経験不
足が74％、124名中それ以外が、指導者の言う事が
分からない・合わないという事になります。「76％
の人が分かっているのだから、20％程度の事は別
に良いだろう。」ではなく、これは大きな問題です。
分からない指導は、指導になっていません。分かっ
て貰うために、どういう指導をしなければならない
かという事です。憧れの選手の真似をした事があり
ますかという設問には、ほとんどの人が真似してい
ると答えました。真似はするけど、では打てるか。
阿部選手のようになりたくて真似はするけど、阿部
選手のようにホームランは打てない。ほとんど出来
なかった、全く出来なかった、参考にはなるけど出
来なかった、がいるという事です。最後にここで何

が言いたいかというと、押し付けはダメという事で
す。指導者の皆さんが「こういう風にやりなさい」
「ああいう風にやりなさい」というのは結構ですけ
ど、今のような事をしっかり理解した上で指導して
いかないと、無責任じゃないかと僕は思います。そ
ういった事を大学院で勉強して、大学の教授に質問
をぶつけて色々な事を学びましたが、納得出来る答
えとして確たるものは出ていませんが、間違いなく
言える事は、しっかりした指導方法をしていかない
と野球人口、スポーツ全般を含めてやる人達が少な
くなるのではないかと思います。
　こういった事をしてきましたが、そろそろ時間と
なりますので終わりにしていきますが、僕が今日皆
さんに一番伝えたい事は「成功談よりも失敗談を伝
える事」を是非やって頂きたいです。お酒飲みなが
ら自慢話をされても、これだけは聞きたくない話
じゃないですか。「また、この話かよ。」とか、それ
に近いものがあると思います。世界レベルの人の話
であれば別ですが。失敗談から学ぶ事はたくさんあ
ると思います。良い話をしたとかではなく、失敗談
に耳を傾ける、失敗談は説得力があるという事を皆
さんに理解して頂きたいと思い、お話をして参りま
した。これで僕の話は終わりますが、後10分程あ
りますので質問があれば出来る限りお答え致しし
ます。年俸はいくら位貰っていましたか、という質
問はやめてください。

　　　　野球人生の中で影響を受けた人・指導法が
わかるエピソードをお聞かせ下さい。

　　　　僕の少年野球時代の指導者は既に他界して
おられますが、野球に限らず色んなスポーツにト
ライさせてくれる先生で、その方にスポーツをす
る楽しさを教えて貰いました。その後も、全ての
指導者に影響を受けました。「自慢話をするよう
になっちゃいけない」「何でこんな事も出来ない
んだ」は僕にとっては良い指導でしたが、逆にそ
うならないようにしようという事も学びました。
大学時代の監督はすごく厳しい方で、僕がプロに
入団した時に同じ東都大学の選手が1軍で活躍し

て、僕の1年目は代走とか控えでした。1年目が
終わってから監督に挨拶に行ったら門前払いを
食らい、「どこどこの大学の選手に負ける奴はう
ちの門をくぐってはならん」と言われました。
せっかく会いに行ったのに門前払いを食らった
ので「このやろー」と思って一生懸命練習した記
憶があります。これも良い指導だったと思います。

　　　　毎週試合を見ていますが野村謙二郎さんの
解説が一番勉強になり、多面的でインテリジェン
トですごく勉強になります。カープが今強い礎を
築いたのは野村監督だと思いますが、またユニ
フォームを着て強いカープにする事は考えてい
らっしゃいますか？
　　　　十分強いですし、3連覇もしているんです
よ。でも、僕も色々な所でこういった講演をさせ
て頂いてますが、本当に勝つのは大変です。3連
覇と簡単に言いますが、とてつもない事を彼らは
やり遂げました。言葉は悪いですが、会社の方針
で優勝絶対命令でお金はいくら使っても良いか
ら、良い選手を引っ張って来いというチームもあ
る中で3連覇をしたという事は本当にすごい事だ
と思います。企業で言う、いかにお金をかけずに
勝つか、いかに投資をせずに稼ぐか、といった部
分に関してはこんなに素晴らしいチームはない
と思います。その中で全国にこれだけのカープ
ファンの方がいて、全国にカープを更に意識付け
てきたのはファンの皆様のおかげだと思います。
それは緒方監督の功績だと思います。僕は、たま

たま弱い時に監督をやって上がり調子の時に自
分の体調面で退団しましたが、僕の答えは、はっ
きり言うと戻りません。緒方監督がまだまだやる
べきだと思いますし、何というかそういう土地柄
なんです。カープファンは「弱いから応援してあ
げたいというカープ女子」であったり「あんなに
努力してるから」っていう人もいるし、色々言わ
れますがにわかファンという本当はカープファ
ンじゃない人が乗っかって来たりもしますが、
チームとしては僕らも「あの選手を獲ってくれ」
とか、監督時代には「こうしたら強くなる」とか
言いましたが、やはりお金をかけなくても一生懸
命頑張る姿という事で励まされたファンの方も
たくさんいると思うので、今まで通り応援して頂
いて、時には弱くな
るかもしれないです
けど、25年も優勝
しない事はないと思
うんで、また応援し
て頂ければ有難いで
す。

　　　　青森市にプロの球団はないのですが、広島
市民はカープに対する熱い思いと叱咤激励もある
と思うんですけど、やはり結構厳しいものです
か？

　　　　先程も話しましたが厳しいです。今では、
缶ビールとか持ち込めないようになっています
が、僕らがやっていた市民球場は缶ビール持込み
OKだったので、負けると缶ビール飛んで来たり
しました。「何をやってるんだ」という感じです。
ここにお父さん達もたくさんいますけど、広島県
のお父さんはみんな監督だと思って間違いないで
す。ほぼ監督として采配を振るっているので、テ
レビでも球場でも采配を振るうのでカープの監督
をするのは相当なプレッシャーです。野球につい
て本当に詳しいです。

質問１

回答１

質問２

回答２ 質問３

回答３

1966年9月19日生まれ。大分県佐伯市出身。駒澤大学出身。
1988年ドラフト1位で広島東洋カープに入団。
1990年、プロ2年目でオールスターゲームに選ばれ、自身初
のタイトルとなる盗塁王を獲得。
1991年は全試合出場を果たし、2年連続の盗塁王と最多安打
を獲得しベストナインに選ばれる。1994年にも最多安打と盗
塁王を獲得、この年から7年間主将を務めた。

1995年、史上6人目となるトリプルスリー（打率.315、32本
塁打、30盗塁）を記録。
2005年に通算2000本安打達成。同年限りで現役引退を表明。
2010年から5年間カープの監督を務め、2013年には球団初
のクライマックスシリーズ進出。
現在は広島テレビ野球解説者・スポーツニッポンの野球評論家
を務める。

プロフィール 野村　謙二郎 氏
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　本来であれば、ここでRI会長代理が講評を述べ
られます。ところが今回はRI会長代理がいらっしゃ
らないので私に所感を述べろと言われました。身内
が手前味噌に話をする感じで嫌だと拒絶したのです
が、木村幹事長に絶対やれと言われ、根負けしまし
てやることにしました。お許し願いたいと思います。
　まずもって最初に、やはりRI会長代理が来ない
と云う、この地区では初めてのやり方だったんです
が、危惧はしませんでしたが非常にスムーズに行っ
たんではないかと思っています。それこそ多様性で
すからいろんなやり方があっていいんだと思いま
す。お聞きしますと来年はきちんと、「きちんと」
と云う言い方は語弊がありますね、RI会長代理を
お呼びになる計画だと伺っていますが、今回本当に
楽しい地区大会でありました。
　特に、野村様はもうお帰りになったかも知れませ
んが、私は65年間阪神ファンでして、阪神も結構
弱かったんですね。ですから広島が弱い時代には
やっぱり同情していました。野村さんは非常に足が
速くて巧打者だったという記憶がおぼろげながらあ
ります。最後は確か怪我をされて引退されたんです。
ただ、二千本安打を達成されたことは知らなかった
んですが、そう云ういろんな経験をされたお話、野
球監督と云うのはあんなに考えて、更に大学院まで
行って研究されたと云う経験で広島のコーチなり
是非もう一度やって欲しかったなあと思いますが、
きっと今の状態に満足されているかも知れません。
途中で辞められて大変惜しい方でありました。大変
面白い話を伺ったと思います。

　それから、今日は基調講演で黒田元RI理事、山
崎RI研修リーダーお二人のお話を伺いました。大
変興味あるお話を続けていただきました。皆さんは
もう理解しているのかも知れませんが、私はもうい
い加減に年ですので、その場にいないと家へ帰ると
忘れてしまいますので、是非スライドをガバナー事
務所で用意していただいて必要な所には配っていた
だく様にお願いしておきます。先程、山崎さんにお
聞きしたら置いて行くとおっしゃっておられました
ので、是非皆さんもクラブに持ち帰って会員に見せ
ていただければと思います。
　本当にいい地区大会をやっていただいた沼田ガバ
ナー以下、皆さんに心から感謝して、駄弁ではあり
ますが所感とさせていただきます。ありがとうござ
いました。

　2日間にわたる地区大会にご参加いただきました
皆様には心より感謝申し上げます。お疲れ様でした。
　今回の大会を単なる地区のお祭りという捉え方で
はなく、地区大会の本来の目的に沿って運営してき
たつもりです。
　RI会長代理を招請しなくても、このような中味
の濃い大会ができたということを少し誇りに思って
います。
　ご尽力していただいた関係者に厚く御礼申し上げ
ます。
　ガバナーとしての任期はまだ9カ月もございま
す。今後、地区目標を全て達成するために、全力を
尽くしてまいりますので、皆様のご理解、ご協力を
よろしくお願い致します。
　マーク・マローニーRI会長テーマ「ロータリー
は世界をつなぐ」そして地区スローガン「共に変化
し行動しよう」を、本大会を通して少しでも実感し
ていただければ望外の喜びです。
　有り難うございました。

　みなさん、アロハ！
　沼田ガバナー年度、来年は国際大会、ハワイの地
で行われます。
　ハワイへの登録ですが、まずマイロータリーでの
登録をお願いします。
　沼田ガバナーよりハワイに50名は連れて行きた
いとのお話があり、現在半分ほどの申込となってお
ります。何卒ご参加していただければと思います。
　国際大会ではアロハシャツを着用してボタンをか
けていただければ、大会に参加できます。スーツ、
ネクタイの必要はございませんので、ぜひアロハ
シャツでご参加ください。
　アロハという言葉は「こんにちは」「いらっしゃい」
などの意味で使われますが、本来は「全てを受け入
れる心、精神」、「思いやり」、「尊敬」、「愛を持って
人に接する」などという意味があります。
　来年ハワイの地で、愛を持って世界の方々と交流
いたしましょう。
　ご登録のほどよろしくお願いいたします。

今大会での所感

鈴　木　唯　司（青森モーニングRC）

地区研修リーダー・パストガバナー

オンツーホノルル

林　　　　　均（青森RC）

地区国際大会推進委員長 　皆様、こんにちは。2020－21年度地区大会実行
委員長の川﨑益美と申します。次年度の地区大会は、
先程のスクリーンにありましたように、八戸市で開
催致します。八戸北ロータリークラブをホストに、
南グループ8ロータリークラブをコ・ホストに、皆
様をお待ち致しております。後方スクリーンにあり
ます通り、時期にご注意を頂きたいと思います。1
年半先、2021年度4月に開催致します。皆様の多数
のご参加をお待ち申し上げております。おんであん
せ八戸。宜しくお願い致します。

次期開催ホストクラブ

謝　　　辞

沼　田　　　廣
ガバナー

閉会の言葉

点　　　鐘

相徳　公正
地区大会実行委員長

沼田　　廣
ガバナー



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 283066 67

　本来であれば、ここでRI会長代理が講評を述べ
られます。ところが今回はRI会長代理がいらっしゃ
らないので私に所感を述べろと言われました。身内
が手前味噌に話をする感じで嫌だと拒絶したのです
が、木村幹事長に絶対やれと言われ、根負けしまし
てやることにしました。お許し願いたいと思います。
　まずもって最初に、やはりRI会長代理が来ない
と云う、この地区では初めてのやり方だったんです
が、危惧はしませんでしたが非常にスムーズに行っ
たんではないかと思っています。それこそ多様性で
すからいろんなやり方があっていいんだと思いま
す。お聞きしますと来年はきちんと、「きちんと」
と云う言い方は語弊がありますね、RI会長代理を
お呼びになる計画だと伺っていますが、今回本当に
楽しい地区大会でありました。
　特に、野村様はもうお帰りになったかも知れませ
んが、私は65年間阪神ファンでして、阪神も結構
弱かったんですね。ですから広島が弱い時代には
やっぱり同情していました。野村さんは非常に足が
速くて巧打者だったという記憶がおぼろげながらあ
ります。最後は確か怪我をされて引退されたんです。
ただ、二千本安打を達成されたことは知らなかった
んですが、そう云ういろんな経験をされたお話、野
球監督と云うのはあんなに考えて、更に大学院まで
行って研究されたと云う経験で広島のコーチなり
是非もう一度やって欲しかったなあと思いますが、
きっと今の状態に満足されているかも知れません。
途中で辞められて大変惜しい方でありました。大変
面白い話を伺ったと思います。

　それから、今日は基調講演で黒田元RI理事、山
崎RI研修リーダーお二人のお話を伺いました。大
変興味あるお話を続けていただきました。皆さんは
もう理解しているのかも知れませんが、私はもうい
い加減に年ですので、その場にいないと家へ帰ると
忘れてしまいますので、是非スライドをガバナー事
務所で用意していただいて必要な所には配っていた
だく様にお願いしておきます。先程、山崎さんにお
聞きしたら置いて行くとおっしゃっておられました
ので、是非皆さんもクラブに持ち帰って会員に見せ
ていただければと思います。
　本当にいい地区大会をやっていただいた沼田ガバ
ナー以下、皆さんに心から感謝して、駄弁ではあり
ますが所感とさせていただきます。ありがとうござ
いました。

　2日間にわたる地区大会にご参加いただきました
皆様には心より感謝申し上げます。お疲れ様でした。
　今回の大会を単なる地区のお祭りという捉え方で
はなく、地区大会の本来の目的に沿って運営してき
たつもりです。
　RI会長代理を招請しなくても、このような中味
の濃い大会ができたということを少し誇りに思って
います。
　ご尽力していただいた関係者に厚く御礼申し上げ
ます。
　ガバナーとしての任期はまだ9カ月もございま
す。今後、地区目標を全て達成するために、全力を
尽くしてまいりますので、皆様のご理解、ご協力を
よろしくお願い致します。
　マーク・マローニーRI会長テーマ「ロータリー
は世界をつなぐ」そして地区スローガン「共に変化
し行動しよう」を、本大会を通して少しでも実感し
ていただければ望外の喜びです。
　有り難うございました。

　みなさん、アロハ！
　沼田ガバナー年度、来年は国際大会、ハワイの地
で行われます。
　ハワイへの登録ですが、まずマイロータリーでの
登録をお願いします。
　沼田ガバナーよりハワイに50名は連れて行きた
いとのお話があり、現在半分ほどの申込となってお
ります。何卒ご参加していただければと思います。
　国際大会ではアロハシャツを着用してボタンをか
けていただければ、大会に参加できます。スーツ、
ネクタイの必要はございませんので、ぜひアロハ
シャツでご参加ください。
　アロハという言葉は「こんにちは」「いらっしゃい」
などの意味で使われますが、本来は「全てを受け入
れる心、精神」、「思いやり」、「尊敬」、「愛を持って
人に接する」などという意味があります。
　来年ハワイの地で、愛を持って世界の方々と交流
いたしましょう。
　ご登録のほどよろしくお願いいたします。

今大会での所感

鈴　木　唯　司（青森モーニングRC）

地区研修リーダー・パストガバナー

オンツーホノルル

林　　　　　均（青森RC）

地区国際大会推進委員長 　皆様、こんにちは。2020－21年度地区大会実行
委員長の川﨑益美と申します。次年度の地区大会は、
先程のスクリーンにありましたように、八戸市で開
催致します。八戸北ロータリークラブをホストに、
南グループ8ロータリークラブをコ・ホストに、皆
様をお待ち致しております。後方スクリーンにあり
ます通り、時期にご注意を頂きたいと思います。1
年半先、2021年度4月に開催致します。皆様の多数
のご参加をお待ち申し上げております。おんであん
せ八戸。宜しくお願い致します。

次期開催ホストクラブ

謝　　　辞

沼　田　　　廣
ガバナー

閉会の言葉

点　　　鐘

相徳　公正
地区大会実行委員長

沼田　　廣
ガバナー



ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 2830 ROTARY INTERNATIONAL DISTRICT 283068 69

本会議お疲れ様、懇親会場へ向かうロータリアン

今井直前ガバナーによる乾杯のご発声

R財団学友の素晴らしいハーモニー

ここからは大いに友情を深めましょう

17：30
　開宴・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・司会　大友　寿郎•田中　正子
　オープニング「オペラカルメン」より・・・・R財団学友
　開宴の言葉・・・・・・・・・・・・・地区大会実行委員長　相徳　公正
　ガバナー挨拶・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ガバナー　沼田　　廣
　乾杯・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・直前ガバナー　今井　高志
　アトラクション・・・青森ロータリークラブ合唱団
　エンディングパフォーマンス
　・・・・・・Papa Hula O Ho'onani I Ka Lani Aomori
19：30
　ロータリーソング「手に手つないで」
　閉宴の言葉・・・・・・・・・・・・・地区大会実行委員長　相徳　公正

「青森国際ホテル」

アトラクション

ガバナー
挨拶

皆様、本当にお疲れ様でした。
先ほど大会終了の謝辞でこの地区大会を単にお祭りにしたくなかったという話を
しましたが、ここからの懇親会は、お祭りに致しましょう。
たくさん飲んで食べてお話しし、他クラブの方々とも親睦を深めて下さい。
この後、色々アトラクションもございますので、時間の許す限りお楽しみ下さい。
有り難うございました。

地区大会懇親会

●R財団学友によるオープニングパフォーマンス ●青森ロータリークラブ合唱団

●Papa Hula O Ho'onani I Ka Lani Aomori
　　　　エンディングパフォーマンス

亀山　瑠香坂本利枝子
留学先：オーストリア・ウイーン・
プライナー私立音楽学院
専攻：音楽（声楽）
奨学金等の種類：マルチイヤー
スポンサーRC：三沢RC

留学先：オーストリア・リンツ・
ブルックナー音楽芸術大学

専攻：音楽
奨学金等の種類：国際親善奨学金
スポンサーRC：八戸南RC

　ロータリー活動を歌で盛り上げるべく、心のこもった
ハーモニーを目指し研鑚を続けております。
　これまでに全日本ロータリークラブ合唱祭に2回参加
し、又、地区内の行事においてもアトラクションに出演
するなど、まだまだ未熟ではありますがロータリアンの
親睦の一助になればと頑張っています。

　本場ハワイのフラを伝えるフラ＆オリタヒチ・スクールで、Papa HulaのHulaのス
テップは、本場ハワイのローリングステップでショーダンサー向けの魅せるHulaです。
　ハワイの風を感じていただけるような、表現豊かな魅せるHulaや、古典フラ、ハ
パハオレ、Ori Tahitiなど、様々なジャンルの踊りの伝統をバランスよく伝えており
ます。

「奉仕の心」一筋に！「オペラカルメン」より
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ガバナー得意の尺八で合唱団とコラボ

客席で「大サービス」のパパフラ

今井直前ガバナー夫妻もご満悦

ロータリアンの皆さん “ハイポーズ” 皆さん有難うございました「手に手つないで」カワイイ～

中グループの皆さんは別会場にて

親指と子指ですよ！子指だけではダメ！衣裳が似合うガバナーご夫妻

実行委員長も大役を果たしホッとした表情

国際大会へ行こう!!
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開会の言葉登 録 者 名 簿 ※順不同・敬称略

◆第2540地区
●秋田北ロータリークラブ
嶋田　康子　　 矢田　正康　　 西村　一英
山陰　広和　　 三浦　崇暢

●大館南ロータリークラブ
工藤　智教

●大曲ロータリークラブ
加賀　美奈

◆第2580地区
●那覇ロータリークラブ
新本　博司　　 新本　順子

◆第2660地区
●大阪西南ロータリークラブ
四宮　孝郎　　 四宮　庸子

◆第2740地区
●諫早北ロータリークラブ
千葉　憲哉　　 千葉まさこ

◆第2530地区
●福島中央ロータリークラブ
芳賀　　裕　　 芳賀　絹子

◆第2690地区
●出雲中央ロータリークラブ
古瀨　倶之　　 古瀨　和子

◆第2840地区
●伊勢崎ロータリークラブ
森田　高史　　 森田　衣代

◆第2790地区
●成田ロータリークラブ
諸岡　靖彦　　 諸岡むつみ

◆第2650地区
●京都さくらロータリークラブ
岩佐　孝雄

◆第2820地区
●下館ロータリークラブ
神山　芳子

◆第2610地区
●金沢ロータリークラブ
武田　吉孝

◆第2510地区
●函館ロータリークラブ
岩塚　晃一　　 堀田　剛史　　 藤井　方雄
鍵谷　和徳　　 梶田　明宏　　 小林　敏夫
小泉　康祐　　 工藤　敏夫　　 宮﨑　　昌
森　　健二　　 森川　順治　　 中山　浩一
中澤　郁雄　　 額賀　康之　　 齋藤　利仁
崎野　隆一　　 柴田　繁男　　 玉田　正吾
富田　恒一　　 石塚　元彦

◆第2650地区
●京都南ロータリークラブ
中澤　忠嗣　　 吉田　典生　　 青木　　進
千振　和雄　　 藤居　久士　　 福田　治夫
原　　　悟　　 橋本　和良　　 広瀬　　茂
広瀬　丈枝　　 堀尾　　隆　　 猪田　浩史
石垣　博章　　 石垣　ちか　　 伊藤　英彰
龜田　利一　　 龜田　彩子　　 片岡　宏二
木下　公一　　 木下　哲次　　 木澤　善之
松田　　令　　 蓑内　隆弘　　 中村　　隆

西村　裕行　　 野田　良男　　 大江　偉夫
大塚　經雄　　 小野　俊輔　　 佐山　義幸
下　　嘉明　　 下　　伸江　　 杉本　　勤
髙谷　謙次　　 髙谷　美和　　 津田　純一
津田　清美　　 山口　盛夫

◆東第1グループ
●むつロータリークラブ
波岡　悦郎　　 峯　　雅夫　　 田中　常浩
白濱　憲一　　 藤野　芳孝　　 柳谷　　敬
村中　一文

●野辺地ロータリークラブ
百田　　忠　　 須藤　　朗　　 松山　隆志
野坂　幸子　　 熊谷　一成　　 横濱　敬子

●七戸ロータリークラブ
横手　幸年　　 田中　清一　　 大黒　　博
諏訪　豊蔵　　 松林　和子　　 松本　洋子
前田倫永子

●大畑ロータリークラブ
佐藤　裕介　　 村林　達也　　 北上　忠光
菅原　偉久　　 三国　紀子

●東北ロータリークラブ
新堂　義之　　 佐藤　直樹　　 岡山　武彦
星野　　剛　　 原田　憲一　　 大崎　昭子
小林　　隼　　 中村　　僚　　 土井ひろ子

●むつ中央ロータリークラブ
前川原　亨　　 高橋　正一　　 柴田　文彦
佐々木眞一　　 中村　昭芳

●六ヶ所ロータリークラブ
根路銘尚人　　 菅原　晴夫　　 岡　　信広
道庭　弘則　　 長谷川　誠　　 小川　和也
金濱　瀧男　　 赤石　　薫

◆東第2グループ
●三沢ロータリークラブ
稲川　大輔　　 佐々木文仁　　 黒田　政道
小比類巻雅祥　　 浄法寺雪雄　　 石橋　博仁
元木　　太

●十和田ロータリークラブ
太田　　薫　　 漆畑　善文　　 佐々木千佳子
山端　政博　　 小嶋　泰彦　　 折居　祐二
山端　　博　　 上久保聖一　　 小池　康之
白石鉄右エ門　　 鳥谷部　恵

●十和田東ロータリークラブ
佐々木紀仁　　 白濵　道義　　 芋田　一志
大下内乙美　　 柿本　　聡　　 欠畑　茂治
金沢　守昭　　 肴倉　　治　　 竹島　直樹

●おいらせロータリークラブ
杉山　茂夫　　 川口　とく　　 田中常三郎
吉田　敏宏

●三沢東ロータリークラブ
相田喜一郎　　 田中　　修　　 宮野　楠見
金村　金光　　 樋口　茂樹　　 花田　　仁

●十和田八甲ロータリークラブ
田島　一史　　 小川　秀樹　　 今　　春淑
今泉　湧水　　 外崎　寧江　　 岩間惠美郎
大栁　泰光　　 石川　正憲　　 三浦　敏明
吹田　正利　　 新山　忠男　　 中村喜美夫
中渡　　博　　 滝田　　隆　　 佐藤　祐二
樋口　　大　　 羽賀　義広　　 田中　俊次
工藤　竜也　　 小笠原拓司　　 佐々木智章

地区外参加クラブ

◆第3330地区
●タイ
Wichai Maneewacharakiet・同令夫人
Chalermchat・同令夫人

国外参加クラブ

地区内参加クラブ
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開会の言葉登 録 者 名 簿 ※順不同・敬称略
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●大阪西南ロータリークラブ
四宮　孝郎　　 四宮　庸子
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崎野　隆一　　 柴田　繁男　　 玉田　正吾
富田　恒一　　 石塚　元彦
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◆東第1グループ
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佐藤　裕介　　 村林　達也　　 北上　忠光
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◆西第1グループ
●五所川原ロータリークラブ
島村　寿子　　 寺田　明代　　 山崎　淳一
花田　勝彦　　 阿部　哲也　　 長谷川　通
平山　敦士　　 角田　浩志　　 川浪　剛功
木村　重介　　 木村　康仁　　 今　　広樹
増田　卓也　　 成田　学治　　 太田　康成
清藤　繁光　　 須崎　　暁　　 髙橋　武臣
高瀬　英人　　 舘山　良子　　 敦賀　鉄正
山内　正孝　　 安田　義宏　　 今　　直樹
澤田長二郎

●金木ロータリークラブ
前田　光一　　 工藤　文久　　 野呂　賢一

●鰺ヶ沢ロータリークラブ
田中　英宜　　 加藤　俊三　　 成田　守男
安藤久美子　　 本間　宏幸　　 稲見　鉄男

●鶴田ロータリークラブ
坂本　幸光

●五所川原中央ロータリークラブ
飛鳥　秀樹　　 宮崎　敬也　　 飛嶋　克好
成田　英世　　 武井　　匡　　 木村　重孔
寺田　政史　　 尾崎　行雄　　 一井　定信

●つがるロータリークラブ
今　　修一　　 清野　　悟　　 葛西　孝信
渡辺　典睦　　 高井　孝治　　 江良　昭二
佐藤　仙人　　 工藤　勝博　　 小林　武良
米谷　之宏　　 今　　　守　　 成田　弘志
成田　勝幸　　 奈良　昭仁

●五所川原イヴニングロータリークラブ
山中たける　　 下山　　智　　 島村吉三久
三戸　靖史　　 成田　秀治　　 山本　晃嗣
成田　朋広　　 木皮　美賀

◆西第2グループ
●弘前ロータリークラブ
工藤　孝夫　　 山崎　　均　　 今井　高志
今井佐千江　　 笹森　　剛　　 小山内康晴
細川　勝也　　 秋元　清仁　　 加藤　順治
葛西　　敞　　 小林　大眞　　 中田　　吾
小野　　司　　 白滝　伸夫　　 葛西　俊介
菱谷　　毅　　 三浦　真介　　 三上　信吾
三上　貴生　　 鈴木　順三　　 太田　哲也
大山　直子

●弘前東ロータリークラブ
西村　昭紘　　 奈良真喜子　　 今井　　宏

●板柳ロータリークラブ
三浦　繁満　　 工藤　昭義　　 三戸　義仁

●黒石ロータリークラブ
山口　正一　　 増川　博基　　 大澤　潤逸
木立　慶次　　 粂田　泰孝　　 中村　公成

●大鰐ロータリークラブ
船越　規孝　　 宮腰　浩一　　 成田　文治
境　　康弘　　 佐藤　和治　　 山本　　智

●弘前西ロータリークラブ
板垣　重敏　　 蒔苗　俊二　　 工藤　武重
工藤　孝子　　 中畑　　肇　　 竹内　知弘
波岸　　正　　 土産田三徳　　 成田　俊介　　

●平賀・尾上ロータリークラブ
齋藤　憲法　　 今　　俊一　　 佐藤　和哉
会津　　渡　　 百澤　孝久　　 伴　　博文

●弘前アップルロータリークラブ
宇野　純子　　 三上洋一郎　　 関場　慶博
三浦　順子　　 田中　裕介　　 木村　由美
成田　　学

◆南グループ
●八戸ロータリークラブ
佐々木泰宏　　 橋本八右衛門　　 村井　　達
村井　精子　　 道尻　誠助　　 久保　浩視
工藤　義隆　　 妻神　和憲　　 正部家光彦
種市　良意　　 築舘　智大　　 松田　浩二
峯　　正一　　 村舘　珠樹　　 渡辺　　孝

●八戸東ロータリークラブ
菊池　厳弘　　 髙橋　勢治　　 鐘ヶ江義光
林　　克己　　 赤坂　貴博　　 岩岡　隆雄
上村　信助　　 柿崎　隆雄　　 菅原　章夫
田島　幹士　　 新野　　昭　　 西舘　清司
細越　寿一　　 安田　嘉高

●三戸ロータリークラブ
大村　文人　　 矢村英一郎　　 大庭　紀元
釡澤　英文

●五戸ロータリークラブ
村越　啓一　　 高谷　修悦　　 村越美栄子
江渡　恵一　　 金澤　孝吉　　 工藤　一夫
三浦　一義　　 三浦　俊哉　　 山崎　紀一

●南部ロータリークラブ
宮本　佳悦　　 滝田　　勉　　 若野　利美
松本　保築　　 夏堀　剛充　　 宮沢　　誠
島口　英知

●八戸北ロータリークラブ
山内　一晃　　 佐々木悦郎　　 源新　和彦
源新　育子　　 平野　榮子　　 平野　　薫
川﨑　益美　　 北山　輝夫　　 小金平育男
小向　龍悦　　 大沼　　衛　　 佐々木則夫
澤口　忠彦　　 横町　芳隆　　 吉田　悦子
大入　武志　　 齋藤　昌子

●八戸南ロータリークラブ
吉田　賢治　　 伊藤　　斉　　 黒田　正宏
長嶺　康廣　　 石橋　一男　　 大橋　央雅
熊谷　道雄　　 西尾　和樹　　 三浦　　晃
吉田　立盛

●八戸中央ロータリークラブ
前田　由美　　 伊藤　圓子　　 小林　　肇
中村　　勉　　 小澤　本江　　 佐藤　泰治
上野　実穂　　 簗田　直子　　 山本　敏浩
上明戸　茂　　 中村　好伸

●八戸西ロータリークラブ
田沢　英治　　 大嶌　泰雅　　 島浦　　理
工藤威美子　　 小芝　道子　　 蛇口　和憲
新戸部弓子　　 滝沢　良子　　 尾崎　雅子
藤井美保子　　 小笠原美千代
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◆南グループ
●八戸ロータリークラブ
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◆中グループ
●青森北東ロータリークラブ
中村　洋一　　 齊藤　幸悦　　 蝦名　正治
藤川　達也　　 本間　義悦　　 今川　　明
加藤　　彰　　 工藤　英世　　 江田　啓介
今　勝一志　　 蒔苗亜希子　　 港　　卓郎
鳴海　孝仁　　 沖津　義男　　 奥田　正徳
小野　大介　　 小山内扶美子　　 小山　　茂
小畑　　敦　　 佐々木彣造　　 佐藤　　歩
鈴木　慶勝　　 相馬　敏行　　 高橋　　修
高橋　竹美　　 田名部和行　　 寺田　　誠
遠間　善弘　　 トムリンソン 美奈子 長谷川
上野　浩之　　　

●青森中央ロータリークラブ
工藤　平吾　　 岡崎　勝弘　　 原　　三郎
三浦　和枝　　 中川　　勝　　 野呂　　潤
酒井　信幸

●青森モーニングロータリークラブ
新岡壮太郎　　 藤本　和也　　 浅利　壽信
阿保　康雄　　 新屋　督志　　 石倉　光夫
一戸　善正　　 岡島　成行　　 岡村　良昭
葛西　義明　　 木村　　裕　　 神　　和平
鈴木　唯司　　 相馬　朋代　　 高橋　修一
橘　　正弘　　 谷川智栄子　　 土橋　伸行
中村　節雄　　 中山瑶和子　　 平川　賢悦
藤井　健二　　 細井　　仁　　 本堂きみゑ
宮嶋　哲哉　　 村塚　正隆　　 最上　伸子
山道　清貞　　 米谷　恵司

●青森ロータリークラブ
沼田　　廣　　 沼田　佳子　　 佐藤　健一
石川佳共子　　 大柳　繁造　　 相徳　公正
相徳　菜々　　 荒谷　省吾　　 錠　　理一
井沢　　厚　　 礒　裕一郎　　 伊藤　幸生
稲本　　靖　　 井上　　真　　 宇野　　忍
蝦名　文昭　　 遠藤　俊昭　　 大中　謙治
大野　清隆　　 大矢　　保　　 岡島　裕史
葛西　一栄　　 風間　義朗　　 春日井　澄
加藤　秀俊　　 加藤　八峰　　 川嶋　勝美
川村　和夫　　 木村　義正　　 木村　愛子
櫛引　淳治　　 櫛引　大樹　　 楠美　知剛
工藤　真人　　 熊井　秀哲　　 倉内　一長
倉橋　純造　　 桒原　悟志　　 小枝　花奈
越田　忠和　　 小館多哥志　　 小林　俊一
小林　真幸　　 齋藤　光春　　 三枝慎太朗
櫻井　　清　　 佐々木武志　　 佐々木　眞
佐藤　一尚　　 下池　重義　　 下山　　茂
新藤　興治　　 髙瀬　賢三　　 武石　勝生
竹内　通昭　　 武田　隆一　　 武山　哲也
田中　正子　　 田邊　豊彦　　 中島　龍夫
中山　大輔　　 奈良　秀則　　 西田　文仁
長谷川利夫　　 林　　　均　　 原田　　清
廣田　正明　　 福士　盛大　　 細谷　宗生
堀内　琢夫　　 蒔田　清彦　　 松崎　公俊
松山　栄一　　 三浦　　基　　 三上　智治
宮本　達子　　 桃野　　敬　　 森内　忠良
柳谷　順三　　 柳谷　恒次　　 山内　一喜
山口　　聡　　 山辺　　努　　 𠮷川　健一
依田　英之　　 和田　一穂　　 和田　裕子
渡邊　明彦　　 岡村　恒一　　 白鳥　元生
勝浦　大達　　 浅井　幸男　　 藤井　直樹

（幹事）

（会長）
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（会長） （幹事）

（会長） （幹事）

開会の言葉実 行 委 員 会 名 簿

大 会 実 行 委 員 長

総 務 委 員 会

大 会 S A A

司 会 進 行

受 付 設 営 委 員 会

登 録・受 付 委 員 会

会 場 委 員 会

大 会 会 場 進 行

懇 親 会・食 事 委 員 会

呈 茶 席 委 員 会

プ ロ グ ラ ム 委 員 会

記 録・広 報 委 員 会

交 通・宿 泊 委 員 会

ファミリープログラム

救 護 委 員 会

ガバナー事務所事務局

ロータリー青森事務所事務局

相　徳　公　正

木　村　義　正　　相　徳　公　正

新　藤　興　治

大　友　寿　郎　　田　中　正　子

工　藤　真　人　　山　口　　　聡

阿　保　康　雄　　𠮷　川　健　一

工　藤　真　人　　石　川　佳共子

柳　谷　恒　次　　楠　美　知　剛

磯　　　裕一郎

春日井　　　澄　　中　山　大　輔

中　山　瑶和子　　山　口　　　聡

柳　谷　順　三　　林　　　　　均

木　村　義　正

三　浦　　　基　　佐　藤　一　尚

相　徳　公　正　　田　中　正　子

石　川　佳共子

大　中　謙　治
他 表千家流の皆様

木　村　義　正　　𠮷　川　健　一

小　林　俊　一　　長谷川　利　夫
山　辺　　　努　　石　川　佳共子

加　藤　八　峰

田　邊　豊　彦　　竹　内　通　昭

福　士　盛　大　　和　田　一　穂

福　井　純　子　　浅　利　育　子

宮　野　美奈子　　横　山　香代子
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御礼の言葉

ロータリーのビジョン声明
私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能な
良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動する世界を目指しています。

ロータリアンの行動規範
（ROTARY CODE OF CONDUCT）

2019/1　ロータリー章典より

１）個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基準をもって行動する。 
２）取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に対して尊重の念をもって

接する。 
３）自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特別なニーズを抱える人び

とを助け、地域社会や世界中の人びとの生活の質を高める。 
４）ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすような言動は避ける。 
５）ロータリーの会合、行事、および活動においてハラスメントのない環境を維持

することを支援し、ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報告
した人への報復が起こらないよう確認する。

ロータリーの目的
（OBJECT OF ROTARY）
2019/1　ロータリー章典より

職業奉仕の基礎として、具体的には、以下を奨励し、育む。 
•職業上の高い倫理基準 
•役立つ仕事はすべて価値あるものとの認識 
•社会に奉仕する機会としてロータリアン各自の職業を高潔なものとすること 

上記の職業奉仕の理想に本来込められているのは次のものである。 
１）雇主、従業員、同僚への誠実、忠実さ、また、この人たちや同業者、一般の人々、

職業上の知己すべての公正な扱い。 
２）自己の職業上の手腕を社会の問題やニーズに役立てること。 

職業奉仕は、ロータリークラブとクラブ会員両方の責務である。クラブの役割
は、頻繁に職業奉仕を実践することによって、クラブ自身の行動に職業奉仕を
応用することによって、模範となる実例を示すことによって、また、クラブ会
員が自己の職業上の手腕を発揮できるようなプロジェクトを開発することに
よって、目標を実践、奨励することである。クラブ会員の役割は、ロータリーの
原則に沿って自らの行いと事業と職業を律すること、また、クラブが開発した
プロジェクトに応えることである。

　この度は、地区内外から多くのロータリアンをお迎えしての地区大会、

沼田ガバナーをはじめ、我々ホストクラブ全員、そしてご協力いただい

た中グループの皆さんにとって忘れることの出来ないひとときでありま

した。

　参加していただいた皆様のおかげをもちまして、大過なく終了したも

のと自負しております。我々の気がつかなかった失礼もあったかも知れ

ません。どうかロータリーの寛容さをもってお許し願いたいと思います。

　17年振りにホストを務めることになった今回の地区大会、沼田ガバ

ナーは単なるお祭りという捉え方ではなく、RI会長代理を招請しない

で、本来の目的に沿った運営をしたいという強い思いがあり、地区とし

て初の試みの大会でした。果たして中味のあるプログラムが出来るか不

安でもありましたが、沼田ガバナーを筆頭に実行委員会のメンバー全員

が、スマートな大会にしようと準備を進めて参りました。お陰様で多勢

のロータリアンの参加を頂き、出会い・交流を深め、実のりある大会に

することが出来たと思います。この様な機会を与えて下さった皆様に心

から感謝いたします。

　今後共、青森ロータリークラブを宜しくお引立てお願い申し上げまし

て、御礼のご挨拶と致します。ありがとうございました。

地区大会実行委員長　相　徳　公　正

四つのテスト
（THE FOUR-WAY TEST）

言行はこれに照らしてから
　1）真実かどうか
　2）みんなに公平か
　3）好意と友情を深めるか
　4）みんなのためになるかどうか
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・・・ご苦労様でした・・・

◎本文は音声を文章化いたしております。不行き届きの点はお詫び申し上げます。

編集後記

　記録誌の内容については、まず第一に、大会プログラムを基に時系列
順に記事と写真を掲載しました。特に今回の地区大会ではRI会長を招
請しないで行うプログラムということで、オープニングセレモニーとし
てBLUE TOKYOによる開会パフォーマンスで幕を開ける、今迄にない
取組ということで2頁にわたっての写真を取り入れました。記録誌を作
製するにはやはり全文を記録する大変さと、記事を要約する難しさ、そ
して写真の選択をする作業は予想以上でした。
　次に発行日を出来るだけ早く（12月）にするという事で編集に携わった
方々には大変忙しい思いをさせました。心から感謝致します。
　誤字脱字・写真等不備な所もあるかと思いますが、ロータリアンの友
情に免じてお許しください。
　最後にこの記録誌づくりに原稿や資料を提供して下さった方々及び編
集スタッフの皆様に心から御礼申し上げます。 （𠮷川）
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2019-20年度　国際ロータリー第2830地区

令和元年12月5日
国際ロータリー第2830地区
ガバナー　沼田　廣
記録誌編集委員会
第一印刷株式会社

発 行 日
発 行 者

編 集
制作・印刷

◎写真担当

◎音声テープ起こし

•小林　俊一（青森RC） •山辺　　努（青森RC）
•石川佳共子（青森RC）
•阿保　康雄（青森モーニングRC） •長谷川利夫（青森RC）
•佐藤　一尚（青森RC） •三枝慎太朗（青森RC）
•三浦　　基（青森RC） •西田　文仁（青森RC）
•伊藤　幸生（青森RC）
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