
２０１７年２月２３日（晴れ） 第４週 第２１８４回例会

Song ”それでこそロータリー”

Attendance

会員 ７７名 欠席 １１名 出席率 ８２．２６％

President Time 篠田正志 会長

皆さん、こんにちは。本日の卓話は、中日ドラゴンズ、

前代表取締役社長、佐々木崇夫様です。楽しいお話がいた

だけると思います。よろしくお願いします。

さて、先週の金曜日は初のプレミアムフライデーでした。

プレミアムフライデーとは、アメリカで感謝祭の翌日に、

多くの人が仕事を休んで買い物をする「ブラックフライデ

ー」（黒字の金曜日）があり、消費が爆発的に伸びるイベン

トを参考に考案された、国主導の施策です。日本では、月

末金曜の午後3時頃に仕事を終えて、買い物や旅行、娯楽

など、「ちょっと豊かに」というキャッチフレーズのもと、

政府と経済界が連携して、消費喚起を促し、国内経済の好

循環を生む契機の一つにすることが企図されています

さて、話は変わりますが、1862（文久2）年の今日2月

27日、「新選組」の前身「壬生浪士組」が結成されました。

壬生浪士隊はもともと将軍・徳川家茂が上洛するにあたっ

て、その警備を担当する者を広く江戸で募集した事に始ま

ります。京に到着後、この浪士組を天皇配下の兵にしよう

としている事が発覚。浪士組は空中分解し、幕府の帰還命

令を受けて江戸に帰ることとなります。しかし、その中に

いた近藤勇とその門下生、そして芹沢鴨を中心とする水戸

出身の者達24名は、京に残り、「壬生浪士組」と名乗り、

京都守護職・松平容保から、尊皇派の不逞行為の取り締ま

りを任される事になり、その働きを評価され「新撰組」を

拝命しました。

最後になりましたが、西尾張分区IM大変ご苦労様でした。

沢山の方にご参加頂き、盛大に、また成功裏に開催する事

が出来ました。黒野ガバナー補佐、高山実行委員長始め、

実行委員・会員の皆様のご協力に心より感謝申し上げます。

Secretary Report 黒川元則 幹事

１ 鈴村與左衛門君に国際ロータリー第2760地区2017

～2018年度研修委員会委員の委嘱状が参りました。

Today ３月 ６日（第２１８５回）

担当 上田博行 米山奨学委員長

演題 卓話「米山奨学生の2年間を振り返って」

米山奨学生 グエン・シン・コン君

Next Week ３月１３日（第２１８６回）

担当 後藤雅光 プログラム委員長

演題 卓話「高齢者の健康づくり」

北島奈穂子君



２ 児玉憲之君に国際ロータリー第2760地区2017～20

18年度国際奉仕委員会委員の委嘱状が参りました。

３ 第9回定例理事会のご案内

日時 3月6日（月）18:00

場所 卓楽

ニ コ ボ ッ ク ス

ご投函有り難うございます

篠田正志 会長

中日ドラゴンズ前代表取締役社長 佐々木崇夫様、本

日の卓話、よろしくお願いします。

西尾張分区IM参加の皆様、お疲れ様でした。

横井久雄 副会長

中日ドラゴンズ前代表取締役社長 佐々木様、本日の

卓話、よろしくお願いします。

黒川元則 幹事

中日ドラゴンズ前代表取締役社長 佐々木様、本日の

卓話、よろしくお願いします。

IM出席の皆さん、及び実行委員会の皆さん、大変お疲

れ様でした。

黒野晃太郎君

IM、無事に終了しました。会員の皆様、実行委員の皆

様、有り難うございました。

伊藤正征君

あまゴルフ部会宮崎遠征参加の皆様、お疲れ様でした。

優勝の青本君、おめでとうございます。賞金王に輝き

ました東海君、栗木君、祝儀の重さに男を感じました。

感謝。とても有意義な時間でしたので、来年も宮崎遠

征行きます。予定は2018年1月21日（火）～23日

（木）、スケジュール調整お願いいたします。

ゴルフ部会日曜日の会のお知らせ。3月5日（日）9:2

9スタート。現在4名の参加。あと1組、4名募集中。

お時間のご都合のつく方、お待ちしております。

あんこう鍋得仙参加の皆様、3月9日（木）集合17:4

5、18:00スタ－トします。遅刻のないようお願いい

たします。

北野庸夫君

膵炎による2週間の入院から復帰しました！高山実行

委員長によるIM、ゴルフ部会の宮崎遠征に参加出来ま

せんでした。ご迷惑をおかけいたしました。

北澤英一君

長期にお休みしました。申し訳ありません。

高山 敏君

IMにご参加の皆様、お疲れ様でした。

渡辺君アンサンブル・ルーチェとDAIKIのお世話、有

り難うございました。

伊藤英毅君、IMのソングリーダー素晴らしかったです。

有り難うございました。

山田幹夫君

ゴルフ部宮崎遠征、皆さんに大変お世話になり、有り

難うございました。

我が家に3番目の孫が誕生しました。今年中にあと2人

誕生の予定です。

北野君、退院おめでとうございます。

山田幸治君

梅の季節です。今日は名古屋市農業センターに撮影に

行って来ます。

古川 宏君

相変わらず寒い日が続きますね。

加藤憲治君

昨夜、津島神社の開廟祭りに行って来ました。一度是

非、見られると感動します。

前田重廣君

久し振りの出席です。暖かくなりました。

中村普一君

後藤眞君、ご馳走、有り難うございました。後藤雅光

君、何時も有り難うございます。

田中正博君

2月例会も今日で終わり、今週3月に入ります。春が来



ると思うと、気持ちも明るくなります。

東海広光君

西尾張分区IM参加の皆様、お疲れ様でした。皆様のご

協力をいただき、好評の中終えることが出来ました。

参加クラブの方々から、あまRCは凄いですねと誉め

ていただき、諸先輩が築かれたあまRCの素晴らしい

伝統を再確認いたしました。大西君、北島君、司会を

有り難うございました。

山田尊久君

西尾張分区IM、高野孫左ヱ門公共イメージコーディネ

ーターの講演に励まされ、渡辺IMアドバイザーのにこ

やかな閉会の言葉で心が1つに。

青本道春君

宮崎、ゴルフ部会の皆様、大変楽しくプレイ出来まし

た。伊藤正征君、準備大変有り難うございました。

藤田淳士君

本日、所用のため早退します。

後藤 眞君

先々週、海南病院桂川さん卓話の際、海南病院パンフ

レットをお配りするのを忘れていました。本日持参い

たしましたので、よろしくお願いします。

後藤袈裟美君

北野君、退院おめでとう。

家田安啓君

少し春らしくなってきましたね。

岩島裕芳君

ジャマイカに行って来ました。イルカに股間を蹴られ

ました。帰りにニューヨークも寄ってきました。

児玉憲之君

ニコボックスの皆様、お疲れ様です。

宮下忠克君

本日の卓話、ドラゴンズ前社長（私の中日新聞時代の

上司）、佐々木さんにお願いしました。

水野 眞君

コーラス紫で、讃佛曲を本願寺別院で歌い、銀の鈴合

唱団で豊田コンサートホールにおいて童謡唱歌を歌い

ました。老いても元気です。

大西晃弘君

先日のIM参加の皆様、お疲れ様でした。

田邊正紀君

今週から、次年度合同IDMがはじまります。皆様、お

手柔らかにお願いします。

立松絹久君

ニコボックスの皆様、ご苦労様です。

合 計 ７１，０００円

卓 話

「ドラゴンズ・森繁和監督を裸にする」

中日ドラゴンズ 前代表取締役社長

佐々木崇夫氏

森繁和監督のチーム・マネジメント・スタイル

１．明快な戦い方の流儀─バトル・ドクトリン

・中日の伝統は「守り勝つ野球」

・スモール・ベースボール─機動力野球

２．組織力の重視

・強い組織の構築

・強い組織のオペレーション

・鉄壁の情報管理



３．見守る力で選手育成

・成長するプロ選手の条件

・アクティブ・ラーニング

・自助・互助・共助

４．現場主義のガバナンス

・誰よりも早いグランドの見回り

・ドミニカ共和国との関わり

５．ドリーム・ジョブなるがゆえのファン・サービス

・プロ野球は興行

・産業分類ではサービス業

森繁和監督が親父さんと呼ぶ師匠の存在

＊ぶれないためにはメンターが必要

＊森監督の生きざまのモデルは根本陸夫

＊人作りチーム作りの達人・根本陸夫

①選手を実の子扱い

②根本magic・球界の寝業師

③見守る力

④先見性

⑤間口広く奥が深い人間性

おわりに

＊マネージャーの宿命

＊使命の裏側にあるもの

経歴

昭和21年12月 石川県生まれ

昭和44年 3月 金沢大学法文学部卒業。同4月 中部日

本新聞社入社（46年中日新聞社と改称）。

平成11年 8月 東京本社販売局長

平成17年 6月 取締役・販売担当

平成21年 6月 常務取締役・販売担当

平成23年 6月 常務取締役・広告担当

平成25年 10月 中日ドラゴンズ代表取締役社長就任兼オ

ーナー代行

平成29年 2月 社長退任 中日ドラゴンズ相談役

＊ドラゴンズ社長を３シーズン勤められ、この間、落合G

M、谷繁監督と共に球団を引っ張る。2014年4位、15年

5位、16年最下位の6位とチームの成績は低迷したが、昨

シーズンは入場者も増え、数年ぶりに会社を黒字に導いた。

今シーズンは森繁和新監督の下、まずはAクラス入り ク

ライマックス進出を目指す。

第 4 3 2 回 ゴ ル フ 部 例 会

2 0 1 7 年 2 月 2 1 日 宮 崎 C C

Rank N A M E OUT IN GROS H'C NET

優勝 青本道春 52 45 97 24.0 73.0

２位 中島英之 48 52 100 26.4 73.6

３位 高山　敏 58 52 110 36.0 74.0

４位 山田幹夫 48 51 99 24.0 75.0

５位 東海広光 44 45 89 12.0 77.0

６位 西川広樹 43 51 94 16.8 77.2

７位 玉ノ井太祐 51 45 96 16.8 79.2

８位 板津和博 53 51 104 24.0 80.0

９位 栗木和夫 46 51 97 16.8 80.2

１０位 伊藤正征 50 57 107 26.4 80.6

１１位 渡辺　均 57 55 112 31.2 80.8


