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〜未来への絆〜

特
集

リニューアル記念インタビュー ④ ることで、より強固なチームとしてまとまることがで
きますので、昨年以上に選手と話し合い、選手自らが試
合の“状況を判断”し、常に自分の役割を考えて行動で
きるようなチームづくりを心掛けているつもりです。
　甲子園経験者が３人残っていますので、彼らが守りの
中心です。自分の経験をチームメートに教えることは、
経験以上のものとなって自分に返ってきます。昨年の
貴重な体験を後輩たちにどんどん教えて、チームとして
のレベルアップを果たしてほしいと願っています。
　攻撃も同様ですが、春の大会では下級生も試合に出場
していますので、彼らとのつながりがでてくれば、味の
ある打線になると思います。何れにしても、１人で決
着をつけられる打線ではありませんので、“束”になっ
て掛かっていこうというのが今年のチームの特徴です。
そこは選手も解ってくれていて、様々な状況の中で、そ
の時々の役割を考えながら野球をしてくれています。

　私が野球を教わったのも、現在、このような形で母校
の野球に携わっているのも、すべて“習高野球部が原点”
ですし、私なりの野球に対する考え方があるとするな
らば、習志野で学んだことがすべてと言えます。
　一つあげさせていただくと、監督やコーチが選手に
教えすぎないことです。選手達の自主性や自立心を尊
重する指導方針は、まさに創部以来の伝統だと思いま
す。私たちの時にも、選手が自分自身の方法論をもっ
て考え、自ら行動することが求められていましたし、今
の私も選手たちに同様のことを求めています。
　また、“高いモチベーション”で入部してくることが、
うちの野球部の特徴であり、伝統かもしれません。自
主性を尊重しながら、技術的戦術的に水準以上のレベ
ルを維持できるのは、選手もコーチも常に高いものを
求めて、意識をもって取り組んできた伝統の力です。
　ただ、時代とともに変えなければならないことがあ
ります。練習やトレーニング方法から食事に至るまで、
昔は是とされていたものが今は否であるということが
たくさんあります。習高の“伝統という根幹”をしっか
り継承しながら、弾力的に対応したいと思っています。

　私の年代は、拾った棒切れをバットにして、原っぱで
遊んだのが野球の原点ですが、今の選手たちは小学校の

　昨年、春夏通算11度目の甲子園出場を果たした習志
野高校。市立高校ながら夏の甲子園では、̓67年に“千
葉県勢初の優勝”を遂げたのをはじめ、これまでに“ ２
度の甲子園優勝”を含む“ ４度の全国制覇”を誇る全国
屈指の強豪チームとして、黒潮打線の銚子商業ととも
に千葉県の高校野球をけん引してきました。　
　また、ヤクルトスワローズの現監督“小川淳司”投手
を擁して出場したʼ75年の甲子園では、前年優勝の銚子
商業に続く“県勢連覇”の偉業を達成し、“野球王国千葉”
の名を全国に轟かせたときの勇姿は、いまだに鮮やか
な記憶として私たちの心に深く残っています。
　自らʼ80年夏の甲子園に出場し、エースとして活躍さ
れた小林監督は、袖ヶ浦西小から習志野３中、習志野高
校へと進んだ生粋の“習志野っ子”です。青山学院大学
を経て、市立船橋野球部の指揮をとり、母校の監督に就
いたのがʼ08年。教員として、高校野球を生徒指導の一
環と考える小林監督のチームづくりとは！？

　今年は、核になる選手がいません。逆に考えると、小
さな分子が目的意識を明確にして、しっかり“結束”す

　間もなく開幕する第94回全国高等学校野球選手権
（甲子園）千葉大会。今年も市民の期待を背負って出場
する習志野市内の４校、「津田沼高校」、「実籾高校」、「習
志野高校」、「東邦高校」の健闘をお祈りします。
　会報リニューアル第4号に登場していただいたのは、
昨夏の甲子園大会で公立高校で唯一“ベスト８ ”まで勝
ち進み、全国の高校野球ファンを沸かせた市立「習志野
高校野球部」の“小林　徹”監督。東習志野７丁目の野
球部グラウンドで、高校野球への想いや選手の育成方
針、今年のチームについて語っていただきました。

※表紙の写真：伝統を力に、一歩ずつ（練習試合の一コマ）

「結束力」
～状況を判断し行動できるチームづくり～

「自主性・自立心」
～習高野球の守るべき伝統～

「現代っ子」
～自ら工夫、やり遂げる習慣の積み重ね～

▲ 熱心に練習を見つめる小林監督

▲ 全員でグラウンド整備



　習志野商工会議所　2012.07.10

3

低学年から野球チームに所属していた子が多くて、とて
も組織慣れしているように思います。監督やコーチか
ら指示されたことを忠実に行うことに慣れています。
　素直とも言えますが、他人にお膳立てをしてもらっ
て、勝つための方法論まですべてを教わり、ヒットを
打って、試合で勝てた。それはそれで嬉しいのかもし
れない。でも、自分たちで準備をして、懸命に工夫をし
てやり遂げた。その結果として勝てたなら、もっと嬉
しいよね、面白いよねと選手に言い続けています。
　今の選手は、良い子が多いんです。周りもそれを求
めているのかもしれません。評価として良い面も悪い
面もありますが、ゆとり教育の象徴のような言われ方
もされます。ただ、それは彼らが望んだ環境ではあり
ませんし、まして彼らがつくった環境でもありません。
同年代の子を持つ親として思うことは、彼らが目指すこ
とを大人が理解をして、どのような手法でフィットさせ
てあげられるか、ということが大切だということです。
実際は２年半という短い高校野球生活です。自ら工夫
し、やり遂げる習慣を積み重ねていく中で、そのことの
大切さ、面白さに気づいてくれることを願っています。

　好きな言葉に、“自分の場所に誇りを持つ人間が好き
だ”というリンカーンが残した言葉があります。
　私は今も、習高野球部で学べて良かったと思ってい
ます。OBの皆さんもそうおっしゃいます。選手たち
にも、勝ち負けや他人の評価を気にするのではなく、
卒業した後で自分が所属した野球部を誇りに思える
３年間を過ごしてもらいたいと願っています。職場
においても家庭においても誇るべき場所は、自分が
立っている足元なんだということを学んでほしいと
思っています。
　よく尋ねられることですが、伝統の重みを感じる場面

はたくさんありますが、励みにこそなれ、プレッシャー
という認識はありません。大先輩のスワローズ小川監
督が応援に甲子園まで足を運んでくださる、練習を手
伝ってくださるOB、どの球場で試合をしてもホームで
戦っている雰囲気をつくってくださる習高ファンの応
援など、様々な局面で自分たちの野球部が注目されてい
るという事実を選手たちはとても感じています。
　ただ、伝統の重みを皆さんからの激励として正面か
ら受け止め、普段の生活や立ち居振る舞いなどで、他
校の部員以上に自覚を持って行動することが選手の成
長になると理解していますし、先輩たちが築いてくだ
さった伝統が、試合の大切な局面で精神的にもプラス
に作用することがたくさんあります。その伝統を自覚
して誇りをもって継承し、自分たちで育てることこそ
が、私たちにできる恩返しだと、日頃から言い聞かせて
いるつもりです。

　夏の大会は、選手にとって集大成です。これから始ま
る大会に向けて、彼らはもっと具体的に戦術を練り込ん
でいく必要があります。昨年は、私がベンチで考えてい
ることを選手たちが打席で、塁上で、マウンドで同じよ
うにイメージをしてくれました。試合を左右する大切
な局面でお互いが意思疎通し合えたわけですね。今年
のチームもその域に近づいてきたと思っています。
　選手は、緊張やプレッシャーを克服して試合に勝つ
ことで、一回りも二回りも成長します。これがスポー
ツの魅力です。それを後押ししてくれる応援団やブラ
スバンド、OB、生粋の習高ファンなど、多くの人たち
が、我々を支えてくださいますので、野球をする環境と
してはとても恵まれています。今年もご覧になられて
ワクワクしていただける試合をしたいと思っています
ので、応援をよろしくお願いします。

「恩返し」
～先輩が築いてきた誇りを持てる野球部～

「夢、ふたたび」 ～集大成に向けて～
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▲ 今年も全員で束になって挑む！
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マルケイ融資をご利用ください［年利1.75％で１千五百万まで（６月27日現在）。無担保・無保証人］

習志野市内での
はお任せください！

http://2750002a.hpbegin.jp/
事務所・店舗探し

千葉県知事免許（9）第 7171号

習志野市実籾 5-9-28　TEL：047-479-3122

株式会社 ハセガワ
本　　社：習志野市大久保1-6-2
八千代工場：八千代市大和田新田710

http://www.hasegawa-eco.com/

産業廃棄物中間処理場
廃棄物の事は全てお任せ下さい！

TEL：047‒473‒1638株式会社 Tel.043-297-8220
Fax.043-297-8223

千葉市美浜区中瀬2-6 WBGマリブイースト7Fコメット工業
PC周辺機器の検査及び修理から在庫管理・配送迄の一貫したサービス提供

お気軽にお問合わせ下さい。

本市長に直接手渡されました。
　この要望の詳細については当所ホームページをご
覧ください。
習志野商工会議所ホームページ
http://www.narashino-cci.or.jp/

習志野市長への
要望について

第 51 回通常議員総会

　６月 26 日㈫に商工会議所会館で第 51 回通常議員
総会が開催され、平成 23 年度事業報告と収支決算な
ど、全 8議案が承認されました。習志野市長への要
望では、東日本大震災からの復興元年とも位置付け
られる現場の切実な声に応えていただくための支援
に対する内容が盛り込まれました。また、総会後に
は役員議員・会員交流会が開催され、なごやかな雰
囲気の中、交流や情報交換が行われました。

　未曾有の大震災から一年が過ぎ、電力問題をはじ
めとした震災の影響だけでなく、定着してしまった
かのような円高、資源高及び世界的な金融不安等の
課題の真っただ中に置かれている中小・小規模企業
の再生支援に対して、当所の各部会等からの声を集
約した要望書「地域経済と企業の再生に対する支援
の拡充について」が、総会終了後に鈴木会頭から宮

関東商工会議所連合会会長賞

▲ 役員議員会員交流会 和やかな雰囲気で交流が行われました ▲ 金子理事長（右）と佐々木前理事長（左）

▲ 挨拶をする鈴木会頭

他7議案が承認
されました

　第51回通常議員総会で、
下記の方々の表彰が行わ
れました。

　当所常議員の岩澤良隆 氏
（㈲スパックス・ヘルスプ
ラン研究所）に、商工業の
総合的な改善発達に努め、社会一般の福祉の増進に
尽くされたとして「関東経済産業局長表彰」が授与
されました。

　谷津サンプラザ商店街に、まちづくりや地域活性
化において顕著な貢献をしているとして関東商工
会議所連合会会長表彰「ベスト・アクション表彰」が
授与されました。

習志野市長に要望書を提出

関東経済産業局長表彰

おめでとうございます

▲ 表彰を受ける岩澤 氏
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たばこは市内で
買いましょう
「taspo（タスポ）」を
お持ちであれば、深
夜でも自動販売機でた
ばこをお買い求めいた
だけます。
未成年者の喫煙防止のた
め、皆様のご理解とご協力
をお願いします。

習志野たばこ組合

since1971

松樹印刷有限会社 〒 275-0014 千葉県習志野市鷺沼 1-15-16 Tel：047（451）2222

安心・充実・わかりやすく
幅広い保障で手厚くサポート

千葉市中央区富士見２丁目22番２号
火災共済　　　TEL：043-201-3033㈹
中小企業共済　TEL：043-221-8831㈹

（火災・生命・自動車）

千葉県火災共済協同組合
千葉県中小企業共済協同組合

　「部会」は業界の動向や経営問題についての調査、
研究、研修会、視察、情報交換等を行い、業界の声、
会員の声を商工会議所事業に反映させています。ぜひ
ご参加ください。

開催日　平成 24 年 6 月 14 日㈭
会　場　商工会議所会館　２階特別会議室
　部会員の交流を目的とする４部会合同での「部会員
交流会」について、総会・記念講演会・交流会を同日
に実施し、多くの方に有益な事業にするために様々な
意見が出されました。
　「ハイキング会」については、「みかも山」を開催地
として来年３月に開催し、４商工会議所（習志野・船橋・
八千代・浦安）合同で開催される「ビジネス商談会」は、
11 月 29 日㈭に船橋商工会議所商工会議所で開催する
ことになり、その他事業についても実施に向けて様々
な意見が出されました。
　会報モニタリング制度のモニター委員は岩澤良隆氏

（㈲スパックス・ヘルスプラン研究所）が推薦される
ことが承認されました。

開催日　平成 24 年６月４日㈪
会　場　商工会議所会館　２階特別会議室
　建設業会で話題となっているタイムリーな内容で
毎年実施している「定例研修会」について、本年度
は「事業継続計画（BCP）」をテーマに７月 13 日㈮
に開催することで承認されました。
　また、「行政との研修会・懇談会」の研修テーマつい
ては、行政と部会双方から提案された内容を整理し、行
政と調整の上決定することになりました。
　なお、会報モニタリング制度のモニター委員は、伊
藤達也氏（㈱藤建）が推薦されることが承認されました。

部会役員会を開催

サービス業部会（部会長：布施 國雄）

建設部会（部会長：鯨井 徹） ７月
10 日㈰　福祉住環境コーディネーター検定
13 日㈮　建設業部会定例研修会
　　　　（15 時～ 16 時 30 分 ３階会議室）
15 日㈰　習志野きらっと 2012（9 時～ 市役所前グラウンド）
17 日㈫　無料発明相談会（10 時～ 会議所会館）
19 日㈭～ 21 日㈯　韓国企業視察（ソウル）
22 日㈰　BATIC 検定
　　　　（S1：10 時～、S2：13 時～ 当所検定試験会場）
　　　　　eco 検定（13 時 30 分～ 当所検定試験会場）
24 日㈫　正副会頭会議（10 時～ 会頭室）
　　　　代表者連絡会議（11 時～ 特別会議室）　
※各種セミナーの予定は 8 面をご覧ください

▪融資限度額　１，５００万円
▪利　　　率　１.75％（６月 27 日現在）
▪融　資　期　間　運転資金７年以内　設備資金 10 年以内
▪運　転　資　金　商品仕入・従業員の給与・ボーナス
　　　　　　　買掛金の支払いなど
▪設　備　資　金　店舗等の増築・機械の導入・車輌・備品
　　　　　　　の購入など
※一部要件がございますので詳しくはお問合せください
▪お　問　合　せ　習志野商工会議所  中小企業支援室　
　　　　　　　TEL：047（452）6700

マル経融資

あじさい共済！

無担保 無保証 低利

月々 800 円～
独自の見舞金・祝金

24 時間 365 日保障
加入事業所還元事業

働く人が安心して
働くために！

会員の特典。会員事業所の多くにご加入いただいてます！
詳細、お問合せは
習志野商工会議所　経営室　担当：柴崎・鈴木
TEL：047（452）6700
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ドコモショップ津田沼店
TEL：047-476-1100
ドコモショップ津田沼北口店
TEL：047-455-7778
ドコモショップ北習志野店
TEL：047-496-3900
ドコモショップ八千代中央店
TEL：047-480-6622

★ ますます充実！ スマートフォン ★
～ ドコモだからできる、色々なサービス  ～
・「しゃべってコンシェル」
　スマホに話しかけて、簡単検索・操作
・「災害用音声お届けサービス」
　大規模な災害時に音声メッセージで安否情報をお届けする
・「NOTTV」（ノッティービィー）
　2012 年 4 月に開局するスマートフォン向けの新しい放送局

詳しくは、ドコモショップへ！

なやみごと・相談受付、お気軽にご相談ください　顧問弁護士　渡辺 惇先生　TEL：047（472）0911会員限定

お知らせ
募  集

夏の ONE 講座パソコン教室
▪ワード入門①基本操作
内　容　日本語入力、画面構成など
日　時　7 月 12 日㈭　13 時～ 15 時
▪ワード入門②通常文章の作成
内　容　文章の入力、文字書式など
日　時　7 月 13 日㈮　13 時～ 15 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　各 3,000 円
★マウス操作ができる方★

習志野市の建設業者が今備えるべき！
「震災・災害時の事業継続計画」
内　容　①地震・津波の被害について
　　　　②建設業者の備えと対応
　　　　③習志野市における備えと対応
日　時　7 月 13 日㈮　
　　　　15 時～ 16 時 30 分
場　所　習志野商工会議所
講　師　地域安全学会
　　　　顧問　宮本　英治 氏
受講料　無料

無料発明相談会
日　時　7 月 17 日㈫　13 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
相談料　無料（要予約）
※ 1 件あたりの相談は 1 時間程度

行政書士による無料個別相談
日　時　7 月 20 日㈮　13 時～ 16 時
場　所　習志野商工会議所
参加費　無料（要予約）

第 24 回マスターズゴルフ大会
日　時　10 月 16 日㈫
場　所　総武カントリークラブ
　　　　印旛郡印旛村造谷 495
参加費　ビジター 19,500 円（税込み）
　　　　メンバー 15,500 円（税込み）

実施期間　7 月 20 日㈮～ 8 月 10 日㈮
お問合せ　習志野市男女参画センター
　　　　　TEL：047（453）9307

市内約 70,000 世帯に配布の市民
ハンドブックに広告を！
　習志野市では、窓口業務や手続き、
子育て、福祉、健康、施設案内などの
行政情報のほか、地域の情報をまとめ
た「市民ハンドブック」を民間事業者
との協働で発行します。市が行政情報
を提供し、協働事業者の㈱サイネック
スが広告募集、編集から配布までを行
います。
　市内全世帯に配布する「市民ハンド
ブック」にぜひ広告ください。広告に
ついてのお問合せは㈱サイネックス千
葉支店　TEL：043（234）4161
発行予定日　10 月末
配　布　市内全世帯
※詳細は習志野市ホームページ参照
問合せ　広報すぐきく課
　　　　TEL：047（451）1151

茜浜・芝園地区の企業の皆様へ
　下記の日時に幕張海浜公園で千葉市民
花火大会が開催されます。
　周辺道路に混雑・渋滞が予想されます
ので、当日の交通にご注意ください。
日　時　8 月 4 日㈯　
　　　　19 時 30 分～ 20 時 30 分の間

募集締切　9月14日㈮まで（定員100名）
申込 ･問合　習志野商工会議所　
担当 : 原田　TEL：047（452）6700

千葉エリア産学官連携オープン
フォーラム 2012
～未来を創る／千葉の共創力～
日　時　7 月 27 日㈮　13 時～ 17 時
場　所　日本大学生産工学部
　　　　津田沼校舎 39 号館
参加費　無料
内　容　講演会　13 時～ 15 時

「産学連携における研究機関の活用ポイ
ント」他
研究シーズ展示会　15 時～
各機関における研究成果をテーマごとに
パネルやデモンストレーション等で紹介
問合せ　日本大学研究推進部知財課
　　　　TEL：03（5275）8139

「男女共同参画に関する事業所調査」
へのご協力をお願いいたします
　次期男女共同参画計画策定の基礎資料
とするため、市内の会員事業所 500 社
を対象に、「男女共同参画に関する事業
所調査」を実施します。調査対象は無作
為抽選とし、郵送配布により行います。
　調査結果は、報告書を作成し、市ホー
ムページ等にてお知らせします。対象
となった事業所の皆様は、ご協力をお
願い致します。

　東日本12チームによって争われる社会人アメリカンフットボールトーナメ
ント、第35回パールボウル決勝戦が6月25日㈪東京ドームにて行われ、オー
ビックシーガルズが富士通フロンティアーズを下し、見事5大会ぶり4度目の優
勝に輝きました！

オービックシーガルズ

パールボウル　富士通を31-10で下し５大会ぶり4度目の優勝！




