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第2802例会	 平成 30 年 4 月 18 日（水）

点　鐘 大塚 正一 会長
スマイル体操 石原 安 親睦委員

司会と斉唱 山川 哲史 会場監督
小林 美和 ソングリーダー

「それでこそロータリー」

出席報告 洪 征治 出席委員
会員数 57 名 出席 40 名 欠席 17 名

（対象外 6 名） 出席率 80.00%
前々回訂正 欠席 17 名 MAKE UP 7 名

（対象外 1 名） 訂正出席率 83.93%
欠席者

花田君 小林（政）君 貝田君 小泉君 上山君 
三浦君 宮崎君 溝渕君 茂木君 三平君 
柾木君 野口（哲）君 小澤君 重田君 関君　 
色摩君 藁科君

お客様紹介 峯岸 雅宏 親睦委員
国際ビジネス＆スポーツアナリスト
　タック川本様

会長報告 大塚 正一 会長
第 2 グループ現 ･ 次期合同会長 ･ 幹事会のご案内
　日時：5 月 9 日（水）　18：00 ～
　場所：とうふ屋うかい 鷺沼店
　※現・次年度の会長 ･ 幹事が出席します。

幹事報告 帯谷 昌充 幹事
1. 地区からの来信
　① 2018 ～ 19 年度 インターアクト役員研修会・合同
　　会議 開催のお知らせと、各提出書類に関する資料
　　が届きました。
　　　日時：6 月 2 日（土）15：00 ～ 17：00
　　　場所：横浜富士見丘学園中等教育学校　大講堂
　　　※出席依頼：現 ･ 次年度 会長 ･ 幹事 ･ 青少年奉
　　　　仕委員長 ･ インターアクト委員長
　②横浜南 RC・新横浜 RAC 合同「第 11 回たばこの吸
　　い殻拾い＆ウォーキング」開催のご案内

　　●たばこの吸い殻拾い＆ウォーキング
　　　日時：4 月 29 日（日）10：00 ～ 12：30
　　　登録開始：9：30 ～
　　　場所：蒔田公園（集合）～横浜公園※別図参照
　　　登録料：無料（交流会は別途必要）
　　●交流会
　　　時間：13：00 ～ 15：00
　　　場所：ハーバーズダイニング
　　　登録料：RC：4,000 円、RAC：2,500 円、
　　　　　　　IAC・YE：1,000 円、OB・OG：4,000 円
　　　上記以外の方一般：1,000 円、小学生以下、無料
　　　顧問教諭：2,500 円
2. 他クラブ例会臨時変更

●川崎鷺沼 RC
　4 月 18 日（水）⇒ 20 日（金）4 クラブ合同

　　研修セミナー
　会場：ホテル KSP　点鐘 18：00
　4 月 25 日（水）、26 日（木）職場訪問・親睦旅行
　場所：明治村 ･ トヨタ博物館
　例会：長良川温泉「ホテルパーク」　点鐘 18：00
　5 月 30 日（水）⇒ 29 日（火）献血奉仕活動
　川崎宮前 RC と合同　宮前保健所前　9：30 ～
●川崎 RC
　5 月 3 日（木）・31 日（木）休会
●新川崎 RC
　5 月 16 日（水）夜間移動例会
　会場：みやだい倶楽部　点鐘 18：00
 5 月 30 日（水）休会

卓話
国際ビジネス＆スポーツアナリスト　タック 川本 様

「メジャーリーグに学ぶビジネス成功術、
　　　　　　　メジャー流・人間力の作りかた」

アメリカでは、「経営戦略はメ
ジャーリーグに学べ」、「教育は
メジャーリーグに学べ」といわ
れているほど、アメリカ社会に
おいて、メジャーリーグが高く
位置づけされているのがわかり
ます。私は現在アメリカ、メリー
ランド州に住んでいて、日本と



アメリカを年に 3、4 回往復しますが、日本に来てよく聞かれ
る質問があります。「メジャーリーグってどんな仕組みになっ
ているんですか」、「メジャーでは、人材の育成、管理はどの
ようにしているのですか」などと、組織と人材についてよく
聞かれます。メジャーリーグは、日本でいうところの 1 軍で
すが、各球団平均で 7 から 8 軍まであります。このように組
織として運営されているメジャーの球団は全体で 30 球団あ
り、昨年までの記録ですが、世界 18 カ国から選手を「商品」
として「仕入れ」ています。そして、いい選手には 2 億円の
月給、そうでない選手には、およそ 10 万円の月給と上下の差
がかなりあります。経営の視点から考えると、これによりプ
ロ意識を高めさせ、観客が観戦に来たときにドキドキワクワ
クするような感動を与えるビジネス、それがメジャーリーグ
のビジネスなのです。そのためには、プロとアマチュアの差
をつければつけるほど、ビジネスが流行ると考えられています。

アメリカで某チームの 4 軍（クラス A）のミーティングに出
席したときのことです。「野球をするのには何が必要ですか」
という質問に対して、「ボール、バット、そして人間」とい
う答えがありました。人間が歪んでいるようでは、野球をす
る資格がないといわれているほど、選手の人間性が重要視さ
れます。特に、プロ野球選手は、いつも社会のロールモデル、
社会の模範でいなければならないと考えられています。なの
で、ただお金を稼ぐだけではなく、国、地域、世界平和のた
め、子どもたちのためなどに社会奉仕をすることが当然のよ
うに求められます。このように社会性、人間性が非常に重要
な要素として考えられています。メジャーに上がるまで、う
まくいかない選手の中には、アマチュア時代の栄光を語った
り、組織を批判したりする選手がいたりしますが、大事なのは、

「過去と他人は変えられない、でも未来と自分は変えられる」
ということに気付くことです。将来、勝ち組に入るにはと考
え、それに気が付いた人は、上に上がっていくことができます。
このように、メジャーリーグでは、プロ野球選手という人材
を育てるのに、技術的なことより、人間の中身をみています。

例えば 8 軍に入った選手がメジャーに上がるまで、平均で約
5 年半ほどかかります。その中で、努力をしない選手、タバコ、
お酒、ドラッグ、生活態度のよくない選手はもとより、社
会的によく思われないような人間は途中でやめさせられます。
生意気な選手、天狗になるような選手、協調性のない選手も
クビにされる対象になります。一昨年ですが、ロサンゼルス・
エンゼルスを例にとってみると、最初の 3 ヵ月で、ルーキー
リーグ 50 名のうち、6 名がクビになりました。日本に比べる
と、年間でプロ野球選手になる人数は多いのですが、その中
でもメジャーに成れるまでの選手は極わずか数パーセントほ
どです。3 軍（ダブル A）になると、また、生き残っていける
選手が減ります。

アメリカでは、基本的には監督・コーチは手取り足取り教え
ません。「教わったものはいつか忘れてしまう」、「教えてくれ
た人を超えることができない」と考えられていて、「プロであ
れば、自己流を貫け」と言われています。それで、前に進め
なくなったときが、自分の限界と考えるのが一般的だとされ
ています。

2 軍（トリプル A）に上がれても、給料はけっして多くありま
せん。およそ月給で 20 万～ 30 万くらいです。2 軍まで這い
上がってくると、どの選手も野球の技術はほぼ完成されてき
ます。一流選手に言わせると、「野球というゲームは 1％技術
で 99％メンタルである」というくらい、ここからは人間性の
差が決め手となるといっても過言ではありません。そこで、2
軍から 1 軍に上がるには、魅力あるパーソナリティーが求め
られます。人間力をつけていないと、メジャーには上がれな
いのです。初めのドラフトから考えると 50 名のうち、最後に
メジャーまで上がってこれるのは、ほんの 1 人か 2 人のふる
い落としの非常に厳しい世界です。

最後になりますが、ロサンゼルス・エンゼルスの座右の銘を
紹介させてください。アメリカ合衆国第 35 代大統領ジョン・F・
ケネディの残した言葉です。

「物を失くせば小さなものを失います。信用を失くせば大きな
ものを失います。しかし、勇気を失くせばすべてを失う。」

私も今から 4 年前に書いた本にこう書きました。
「人生にコールドゲームはない」

たった一度の人生です。そこに諦めない自分がいる限りコー
ルド負けはありません。これが私の本日のファイナルアンサー
として締めさせていただきます。ご清聴ありがとうございま
した。

ニコニコリポート 波木井 輝昭 副会場監督
大塚 正一 会長、入来 武久 副会長、帯谷 昌充 幹事

タック川本様、ようこそお越しくださいました。本日の
卓話、よろしくお願いいたします。

戸川 俊雄 君、洪 征治 君、松波 登 君、波木井 輝昭 君、
相良 久征 君、谷口 一成 君

妻鹿さん、新事務所開設おめでとうございます。タック
川本様、ようこそお越しくださいました。

横山 芳春 君、松下 幸夫 君
妻鹿さん、新事務所開設おめでとう！先日の開所祝いへの
招待もありがとう。来ている女の子が若くてかわいい人が
多かったです。

妻鹿 琢生 君
先日、武蔵小杉の駅前に独立開業しました。小林社長の
興建のビルです。多くの皆様にお世話になり、ありがと
うございました。事務所名は、「武蔵小杉駅前法律事務所」
です。よろしくお願いいたします。

親睦委員会：谷口 一成 君、峯岸 雅宏 君、小林 美和 君、
平野 和枝 君、石原 安 君

国際ビジネススポーツアナリスト、タック川本様、本日
の卓話よろしくお願いいたします。楽しみにしております。


