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2 月 13 日

会員数 65 名

対象者 63 名 出席者

48(47) 名

出席率 75.00 %

前々回

1 月 30 日

会員数 64 名

対象者 62 名 出席者

49(47) 名

出席率 76.56 %

本日の卓話者ご紹介
星槎学園国際高等学校湘南
女子サッカー部監督 柄澤俊介様

卓話

「優勝から学んだこと」
星槎学園国際高等学校湘南
女子サッカー部監督 柄澤俊介
まず初めにこのような機会をいただきまして厚く御礼
申し上げます。
今回は２０１８年度優勝したチームに対して行ってき
たアプローチと指導上、常に気をつけていることをお話
しさせていただきます。
優勝から学んだことは以下３点です。
１、目の前の結果を大切にすること。
２、期待を上回ること
３、成功者に学ぶ
私たちは常に高い目標を掲げて活動を行っています。
全国大会の目標は常に「優勝」でした。しかし、なかな
か結果がついてきません正直、
「何やっても勝てないんじゃ
ないか」と思うまで行きました。私たちには創部以来連
続して全国出場している。代表選手がいるなどといった
過信があるのではないかと考えました。その結果導き出
された答えは初戦突破でした。これが勝利の方程式とは
思いません。なぜなら今年も同じく初戦突破という目標
で挑みましたが２回戦敗退でした。
（笑）優勝時のチーム
には適切だったのでしょう。

MUP

毎週木曜日 12:15〜13:30
グランドホテル神奈中 2F
平塚市松風町 2-10 平塚商工会議所内
0463-23-5955（事務局）
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78.13 %

観客が多くなればなるほど応援が大きくなればなるほ
ど力が出るように感じます。それはなぜか？期待に応え
ようという姿勢が普段以上の力を出させているではない
かと考えます。私もトレーニングでは世界基準という言
葉を使い目標値が高い設定でトレーニングを行います。
その結果手を抜けないトレーニングにつながります。
今大会ではピエール・リトバルスキー氏が大会直前に
トレーニングを行ってくれたり、試合前日には神戸まで
来ていただき、ミーティングをしてくれました。刺激の
ある言葉ばかりでしたがその中でも特に印象深いのは「一
番と二番は大きく違う」という言葉でした。当たり前の
ことですが世界のスポーツイベントの中でも最高峰にあ
たるサッカーワールドカップで得た経験を私たちに話し
てくれたものですから重みが違います。間違いなくこの
言葉は決勝進出で満足しないで決勝を戦えた源です。
この大会を通して学んだことは勝利のルーティーンは
存在しない。正確に状況把握をし、問題解決できるかが
勝利のキーとなるということです。
また私が指導上大切にしていることをお話ししたいと
思います。いくつかあるのですが一つだけお話ししたい
と思います。
「あお」と言われたらどんな色を想像しますか？信号機
の「あお」でしょうか。R G B の B（ブルー）の「あお」
でしょうか？漢字では青と碧が存在します。漢字で碧と
言われれば信号機のような「あお」を想像するでしょう。
書けばわかりますが青と発音されるとわかりにくいもの
です。こちらではわかっていることですが会話というの
は非常に難しいなと日々感じています。自分の認知と相
手の認知が常にイコールか？という思いは常に持つべき
だと考えています。
最後に私たちは女子サッカーというツールをもちいて
街を元気にしていきたいと思います。これからもよろし
くお願いいたします。

星槎学園国際高等学校湘南女子サッカー部監督の柄澤俊介様
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以上です。
よろしくお願いいたします。

幹事報告
◎2月8日(土)のIMには多くの会員に出席頂き、無事に開催
されましたことを感謝したします。
懇親会では他クラブの会員との交流もあり、楽しく過ごす
ことが出来ました。長時間にわたり、お疲れ様でした。
◎2月15日(土)第9回インターアクト委員会が開催されます。
青山インターアクト委員長が出席されます。
◎2月16日(日)米山学友会・修了式が開催されます。
清水会長が出席されます。
◎2020-21年度版「ロータリー手帳」の予約申し込みを回覧
しております。
一冊600円＋消費税です。お申し込みの方はご記入願い
ます。締切は2月20日
（木）
といたします。
◎第55回神奈川県ロータリアン親睦テニス会(上野杯)の
ご案内です。
第2590地区、第2780地区合同テニス会を開催致します。
技量、年齢を問いません。初心者のためのテニススクール
も企画しております。
ロータリアンに限らず、
ご家族、お友達をお誘いください。
日時：2020年4月14日
（火） 9:30 集合
16:00 パーティー
テニス会場：湘南ローンテニスクラブ（茅ヶ崎市香川）
パーティー会場：MOKICHI
参加料：ロータリアン 7,000円
家族・ゲスト 5,000円
お申し込みは3月26日(木)までといたします。事務局まで
ご連絡をお願いいたします。

〇友好クラブ委員会 元吉裕員委員長
2/10,11と花巻ロータリークラブへ行って参りました。
テー
ブルの上にお土産をお配りしてありますので、お持ち帰り頂
ければと思います。今回、椀子そば大会という事で当日会場
へ行きましたら、平塚の織姫3人も来ており、花巻JCと花巻
YEGも設営と審判をお手伝いされておりました。
また、昨日
から花巻の物産展をひらつか市民プラザで日曜日まで開催
されていますので、
そちらにも足を運んで頂きければと思い
ます。
〇プログラム委員会 三荒弘道委員長
本日は星槎学園女子サッカー部監督と務めていらっしゃ
る柄澤俊介様に卓話を頂きます。20日は新会員記念卓話と
いう事で丸茂会員から卓話を頂戴します。27日は平塚商工
会議所青年部会長の二見義和様をお招きして卓話をして頂
きますので皆様、是非出席をお願いします。
〇青少年委員会 秋山 智委員長
インフォメーションが遅くなってしまいましたが、3/7（土）
に少年少女マラソン大会を開催させて頂きます。
集合は8時。
多少の雨なら決行。かなりの雨なら中止となりますが、
その
時は私の方から朝6時から皆様にご連絡させて頂きます。
資料にご自宅か携帯か連絡先を記載して頂けると有難いで
す。集合して頂ける方は駐車場の券をお持ちして頂けると良
いと思います。子供たちがしっかり安全に走れるようにサポ
ートや、表彰式のプレゼンターをお願いしたいと思っており
ます。期間も短いですが是非30名位の皆様のご協力を頂き
たいと思っておりますので、
どうぞ宜しくお願いします。
〇スマイルボックス委員会 上野雅俊委員
10月11月12月期のスマイル大賞のご報告、記念品贈呈
「82回目の誕生日祝いと、58回目の結婚祝い有難う御座
いました。
それよりもまた、今年初めて孫とゴルフをやりまし
た。健康に感謝しています。」成瀬正夫会員
「ロータリーの友に3回目の掲載をして頂きました。投稿
自体は6回送っていますので確率50％。目標の10回まで頑
張ります。」鈴木成一会員

10.11.12月のスマイル報告大賞
受賞の成瀬会員と鈴木成一会員

誕生日祝いを受けられたIMで
入会式をされた守屋会員

委員会報告
〇雑誌委員会 石井允三幸委員長
今月の紹介記事は、縦書き４Pからの松森果林氏講演記
事です。私個人も4年前、起業直後働き過ぎから突発性難聴
を発症し、右耳の聴力を失い、医師から両耳の聴力をなくさ
ないよう注意されたこともあり、興味持って読むことができ
ました。
この記事で、聞きなれない「ユニバーサルデザイン」
と言う
言葉と障害者から見た現代社会の問題点を多少理解でき
ました。松森氏は人生の途中で右耳、
さらに左耳と聴力を失
い、
差別も含め大変ご苦労されたようです。
現在そのハンディ
を、ある意味武器にしてお仕事されています。最後に、印象
に残った文中の言葉を紹介して終わりにします。
「バリアは障害者側にあるのではなく、環境や社会が作って
いる。」
「問題解決したい時には、
まず自分から動くことが重
要。」
「私にはあきらめるという選択肢はありません。」
クラブ会報委員会

◎ 瀬尾 光俊

○ 丸茂 淳

メークアップ（MUP)

1名

小林誠会員
本日のスマイル

19名

ゲスト

1名

星槎学園国際高等学校湘南
女子サッカー部監督 柄澤俊介様
0名

ビジター
卓話・行事予定
2月20日(木)
2月27日(木)

入会記念卓話 丸茂淳会員
平塚商工会議所青年部
会長 二見義和様

市内例会変更
梅干野 修司

山口 紀之

現在ございません。
渡邉 美和

