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◎会長報告
大儀見様、今日は宜しくお願いします。今日は野球の話をします。２１日に全国盲学校の
野球大会が有りましたので、開会式に数人で参加しました。神奈川選抜を少し見学致しまし
たが、メンバーは全部で全盲の方４人、弱視の方が６人の１０人です。ピッチャーは全盲の
人で、介添えの人がついて方向を教え、ゴロで投げます。弱視の選手は、立っていてゴルフ
のスイングのように打つのですが、全盲の選手は足を開いて地面に着きそうなくらいにバッ
トをねかせて打つわけです。選手の頼りはボールが転がる音だけでそれを察知する。音に対
する研ぎ澄まされた感覚には驚かされました。秋には乳搾りを一緒にやりますので大勢の方
にご参加いただきたい。もう一つ野球つながりでお話したいのですが、甲子園の高校大会で、
物議を醸しだした試合がございました。１８日月曜日に高崎高校と宮城の岐阜高校の試合で
長谷川

会長

す。走って走りまくって高崎が 10 対 0 で勝ったという試合です。批判が一部で起きましたが、
野球会の暗黙のルールでおかしいという事になりました。メジャーリーグでは暗黙のルール
がありまして、大差がついた試合では盗塁をしないというルールがあります。８回に８対０
で勝っていたのに９回にすぐ走った、これがいけないという事です。しかしこれはプロの話
であって高校野球においては大差が有っても必ず勝てるとは限らない訳で、現にそういうこ
とが有りました。セーフティリードなどないわけです。それを高校野球に当てはめるのはい
かがなものかと私は思います。皆様はいかがお考えでしょうか。

◎幹事報告
地区からの要望ですが、来年度世界大会がサンパウロで行われます。是非、参加をお願い
関口

幹事

します。９月５日のガバナー補佐訪問、１２日にはガバナー正式訪問が有ります。ガバナー
への質問を来週お願いします。

◎誕生祝い
■杉崎

会員

有難うございます。今日、誕生日で６５歳の節目です。目標はうちのクラブの５０周年ま
情報研修委員長 杉崎会員（左）
と長谷川会長（右）

で生きて嫌な爺になるのが目標です。
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◎委員会報告
■親睦委員会
先日の花火大会はご苦労様でした。会員２９他合わせて１１０名でした。親睦委員会の人
は自分を含めて大変良くやったと思いますので、拍手してください。来年もご協力お願いし
ます。

■三富

会員

ホームページは佐藤会員にお願いして今月末には出来上がりますので見てください。是非
近藤

会員

活用してください。

◎出席報告
会員４０名

原

博章

出席義務者３８名

出席者２３名

出席率６１％

会員

◎交換留学生の紹介
クロエ

ウー

さんです。カナダのブリティッシュコロンビア出身です。

２１日に来ました。今は井出さんのお宅で預かっていただいています。江南高校に通って
いまして２７日より学校に行っています。１６歳の一年生で、ダンスクラブに入りました。
もう友達も３人出来たそうです。かわいいので日本のお父さんだよと言ってしまいましたの
で、楽しく過ごせるように努めます。皆様もよろしくお願いします。

大森会員とクロエさん

私の名前はクロエです１６歳です。
一年間日本語の勉強頑張りますので、
宜しくお願いします
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週報

ご紹介

大儀見様は株式会社メンタリスタの代表取締役で、中学時代にはサッカーをやっておられ全国大会
にも出られました。同期には元日本代表の高原直泰（清水エスパレス）や浦和レッズの鈴木啓太さ
ん等がいられます。プロにも誘われましたが、そのまま大学院まで行かれ、メンタルトレーニンの
事などを学び今に至っておられます。２０１１年にご縁が有ってなでしこジャパンの大儀見
（旧姓、
永里）優希さんと結婚されました。今日は無理をお願いしまして、なで
しこジャパンのメダルとロンドンオリンピックの時のビデオを持って来
ていただきました。現在、東海大学を始め、多くの学校やスポーツ団体
のメンタルトレーニングを指導し、著書も多数出されテレビ・新聞・雑
誌等で活躍されています。

なっていき素晴らしい成果を上げますが、ソビエト連盟の崩壊
とともにそういった情報が韓国に流れていき、独自の進化を遂

私の仕事はメンタルトレーニングのコーチする事です。簡単
げていきます。現在はアメリカを中心に研究が盛んになって
に言うと心のトレーニングをする事ですが、心はトレーニング
います。アメリカの学会が１０月にラスベガスで有りますが、
することで誰でも強くする事が出来ます。普段はプロスポーツ
行きますと世界中から８００名余りの専門家が集まります。
のサポートをしていますが、依頼が有りまして時々育成年代の
その現場ではスポーツ用のメンタルトーレーニンが教育用・ビジ
子供たちや保護者の方とも講習会等開かせて頂いています。本
ネス用・ステージパフォーマンス用に応用されて素晴らしい成果を上
日は小沢先生とのご縁でこのような機会を頂けまして感謝して
げているという発表が行われています。
おります。有難うございます。
たとえば心臓外科の方が手術に際して正確さを期すためのメンタル
クロエ ウー さんです。カナダのブリティッシュコロンビア出身です。
私の会社、「メンタリスタ」というのはサッカー選手の最高呼
トレーニングを取り入れているという話が有りました。トレーニング
称のファンタジスタとメンタルトレーニングをくっ付けた造語
２１日に来ました。今は井出さんのお宅で預かっていただいています。
江南高校に通って
なのでトレーニングをやめてしまうと衰え続けていくがトレーニング
です。主にスポーツ選手のマネジメントをさせていただいてい
をしていると強くなる訳です。
いまして２７日より学校に行っています。１６歳の一年生で、ダンスクラブに入りました。
ます。今日はメンタルトレーニングの領域について少しお話さ
集中しろと言われたらどうするか？やる気を出せと言われたら何を
もう友達も３人出来たそうです。 かわいいので日本のお父さんだよと言ってしまいました
せて頂きます。心が０からマイナスになった時にそれをサポー
するか？大きな声を出して返事する、ほんとにどうか？気合を入れろ
トするのが「カウンセラー」
「臨床心理士」
「精神内科医」の仕事で、
ので、楽しく過ごせるように努めます。皆様もよろしくお願いします
と言われたらどうするか？叫び続けるのは無理です。
メンタルヘルスと言い、０からプラスにするのが「メンタルト
根性を出せと言われたら何をしますか？根性とはという質問に答えは
レーニング」「コーチ」「コンサルタント」の仕事です。もっと
色々です。高校生・中学生に根性とはと聞くと、きつい、苦しい、と
いえばもともと強い心を持っている人、モチベーションの高い
答えます。一流選手が考える根性とはそのスポーツに対する思い入れ
人をさらに伸ばしていく、それがメンタルトレーニングです。
の強さですという答えが返って来ます。能動的ですね。やらされると
今から２０年前に国際スポーツ心学会でこのスポーツ活動の分
いう受動的なものでは無い。チャレンジしろと言われたらどうします
野を分けて、二つの分野がタックを組んで取り組んでいきましょ
か？プラスに考えろと言われたら？でも。子供たちに目玉焼きを作れ
うという事になりました。しかし、実際には北京オリンピック
と言うと作れるわけです。具体的にやることが分かる、目玉焼きがど
の時など海外ではメンタルトレーニングの専門家が１５名から
んなものかわかるから作れるのだが、前の質問はどんなものかわから
５０名でサポートしているのに対し日本はゼロです。監督やコー
ないから答えが出ない。根性・気合い・集中と言われてもなんだかわ
チ・保護者などの個人レベルでしかないという現状です。近年
からないから作れない。
になってやっとこの辺りがまとまってはきたものの、日本では
私は子供たちが自分たちで質問の意図、どうすれば気合いが入り、
７年前にこの分野を分けましょうという議論が起きましたが、
どうすれば集中が出来、どうすればいいのかが分かるようになる環境
結局まとまらずに今に至ってしまいました。海外はメンタルヘ
を作ってあげたいと思っています。日本では心技体、三つをバランス
ルスコーチ、コンサルタントとして専門家が活動しています。
よくトレーニングすることが大事だと言います。選手に聞くと勝つた
専門資格を取るのに大学院・博士課程・その後養成時間の研修
めには心を鍛えることが一番大事だと言います。が、普段の練習では
単位等を設けてトレーニングを行っていく準備をしていくとい
技・体はやるけど心はやっていない。一番大事な心を鍛えるスキルが
う事が有りますが、日本ではほとんど勉強できませんので、一
無いわけです。
年に一度アメリカにわたり勉強しています。中期的な滞在をし
私は普段８つのトレーニングを紹介しています。目標設定から始
ながら学会を通して勉強して、それを日本に還元するというの
まって試合に対する心技的準備、自信を高めるトレーニング等８つで
が近年の仕事になっています。
す。目的としては「実力発揮」
「上達の促進」
「人間的成長」です。中
歴史的な話をさせていただくと、科学的な根拠・裏付けがあ
学生にサポートする場合も週に何千万も稼ぐ選手の場合も同じように
る分野です。１９５０年代の初頭に旧ソビエトで初めて研究が
アプローチして行きます。
スタートしました。想像ずるに軍事目的で宇宙飛行士用のトレー
要するにヒューマンファースト、アスリートセカンドです。人間的
ニングです。一人で孤独に耐える心を作っていくというもので
成長なくしては技に磨きはかからない。ということを大切にしてメン
す。１９６０年代になるとスポーツの世界に応用されるように
タルトレーニングを発信させて頂いています。
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◎スマイル報告
長谷川会長

大儀見様本日の卓話宜しくお願い致します。

芦川会員

先週の花火大会、親睦委員の皆様、ご苦労様でした。大変楽しく過ごせました。
本日卓話の大儀見様ようこそお越しくださいました。

大森会員

ようこそ大儀見様。本日の卓話宜しくお願いします。ようこそクロエ！
ｊｏｙ

小沢会員
清水

ＪＡＰＡＮ

Ｅｎ

Ｃｈｌｏｅ

大儀見様ようこそロータリークラブへ。本日は卓話と貴重な裏ビデオではなく、
裏映像があるそうで楽しみにしています。

会員

黒柳会員

９月３日に中村文昭という講師をよんでサンライフで講演会をします。興味の
ある方は連絡下さい。大儀見様卓話楽しみにしています。当クラブでもメンタ
ル相談していただきたい会員がたくさんいます。宜しくお願いします。

清水会員

料理人の清水です。花火の時の料理はいかがでしたか？いつも花火は見たこと
は有りませんが来年も頑張ります。ちなみに私は花屋です

真道会員

スポニチ軽井沢７２

１０８ホールチャレンジゴルフに参加し初日エージ

ショートを達成しましたが、ホールアウト９４名中グロス１０位ネット３９位
でした。雨の為１０名が脱落でした。
杉崎会員

誕生祝有難うございます。昨日は孫を連れてサマーランドへ行ってきました。
最悪天気でした。

中村会員

先週の移動例会（花火大会）は天候にも恵まれ、盛大で良かったですね。なかんず
く私を除いた親睦委員会のメンバーの奮闘ぶりには頭が下がります。本当にご
苦労様でした。

古木会員

急に涼しくなりました。

三富会員

涼しくて営業が楽です。

牧石会員

おふくろと盆休み中に３回食事に行きました。１回目ステーキ、２回目焼肉、
３回目中華、中華も肉系でした。帰りに葦でパフェを食べて満足と言っていま
した。まだまだ長生きしそうです。

柳沢会員

本日は米山セミナーで途中退席します。しっかり勉強してきます。

山口会員

先週は花火大会で役員の皆さんお疲れ様でした。

吉野会員

花火大会お疲れ様でした。食事が大変おいしかったです。

