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●●●●吉田会長吉田会長吉田会長吉田会長ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

 明けまして、お目出度う、ご座居ます。 

 コメッツメンバー諸氏におかれても希望に満ちた佳き新年を迎えられた事と拝察致し、慶賀に存じます。 

 さて、今年はコメッツにとって４０周年とゆう節目の記念すべき年です。今を去る事３９年前、我々は４０才以

上で野球を楽しむ会、東京コメッツを立ち上げました。つまりチームそのものもやっと４０才になり、これで名実

共に全て４０才以上となります。 

 顧りみますと、今日まで決して順風満帆に来たわけではなく、この３９年の間さまざまな出来事がありました。

私自信１０周年を迎えた時、はたして２０周年を迎えられるかなあ、と思っていました。それは組織を理想の形に

もっていけるのかなあ、とゆう事と私自信の寿命がそこまであるのかなあ、とゆう思いでした。それが２０周年は

おろか３０周年も過ぎ４０周年を迎えようとしています。私にとってもコメッツにとっても誠に目出度い事と云わ

ざるを得ません。 

 ただ私は、私が野球を出来る間だけコメッツがあれば良いとは考えていません。これから先５０年後１００年後、

いや５００年後１０００年後も今と同じように野球好きが集まり、わいわい、がやがや面白く楽しく野球に、うち

興じる姿を思い描いています。その礎を築くためには、今“何を成すべきか”を考え、コメッツ立党の精神を心あ

る同志に繋いでいきたいと考えています。スポーツのもつ高貴性を理解して下さい。その基礎となるものは人柄で

す。１０周年誌には“民意によって國を立て、民意によって國を滅ぼす”と書きました。 

 “浸潤之譏”あるも“臥薪嘗胆”出でよ！“鶏郡一鶴”“人中之竜”。          平成 25 年 1 月吉日 

東京コメッツ野球クラブ 

会長 吉田 亘孝  

●●●●名雪事務局長名雪事務局長名雪事務局長名雪事務局長ごごごご挨拶挨拶挨拶挨拶    

 みなさんは覚えているでしょうか？ 

後楽園球場、対中日、ダブルヘッダーの第 1 試合 4 回裏通算 444 号 2 ランホームランを打ちこみ、最終戦 8 回裏、

最後の打席はショートゴロで終わり、「私は今日、現役を引退しましたが、我が巨人軍は永久に不滅です」と云う名

言を残して、あの背番号 3、長嶋茂雄が現役を去ったのが、1974 年 10 月 14 日のことです。 

我が東京コメッツ野球倶楽部が誕生したのが 1974 年です。これは偶然でしょうか？ 

「地動説」を唱え、「落下の法則」を発見したイタリアのガリレオ・ガリレイが亡くなったのが 1642 年、「微分積

分学」「万有引力の法則」を発見したイギリスのアイザック・ニュートンが生まれたのが 1642 年です。近代科学を

生み出したニュートンはガリレオの生まれ変わりと云われています。 

長嶋が引退した年に誕生した東京コメッツも今年で誕生 40 周年になります。 

コメッツにも毎年引退するメンバーはいますが、我が東京コメッツは永久に不滅です。40 周年の今年を通過点と

して、さらにこれから先も、メンバー一人ひとりが野球を楽しみ、東京コメッツをもっともっと盛り上げて行きま

しょう。                                      平成 25 年 1 月 14 日 

事務局長 名雪 順一 

COMETS NEWS
コメッツニュース 
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●●●●監督監督監督監督のののの抱負抱負抱負抱負    

ＡＡＡＡチームチームチームチーム監督監督監督監督    正木正木正木正木    茂茂茂茂            主将主将主将主将    北濱北濱北濱北濱    翔翔翔翔    

 

新年明けましておめでとうございます。 

今年Ａチーム監督になりました 16 正木です。改めて宜しくお願い 

申し上げます。 

 さて、我がＡチームのモットーは「前進、前進、又前進」の精神 

で野球に取り組んで行きたいと思っています。各選手の最大の力、 

選手同士の意志の疎通が大切です。 

一球一打を大事に皆で一点を貪欲に取る野球に徹していきます。    

 

 

  

 

ＢＢＢＢチームチームチームチーム監督監督監督監督    木村木村木村木村    晃晃晃晃            主将主将主将主将    滝沢滝沢滝沢滝沢    和彦和彦和彦和彦    

 

B チームは実力のある選手が揃いました。普通に持っている力を 

出しきれば優勝を伺えるチームです。 

後は監督が選手の力を充分に引き出す采配ができるかどうかに 

かかってくると思います。頑張ります。 

ご協力よろしくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

ＣＣＣＣチームチームチームチーム監督監督監督監督    田村田村田村田村    陽平陽平陽平陽平        主将主将主将主将    嶋村嶋村嶋村嶋村    俊哉俊哉俊哉俊哉    

 

  肩の力をぬいて、前半は勝ち越し、３勝２敗（勝率０．５００以上） 

 を目標にチームの（役割）適性（ポジション）など参考に、 

 プレッシャーなく、好きな野球を思いきり楽しみましょう。 

 （大人のオヤジの青春です） 

 

 

 

 

 

 

選手名 背番号 

船橋 晴己 1 

関 敬一 14 

正木 茂 16 

高木 良三 25 

澤邊 重徳 29 

萬田 裕平 47 

栗原 恒男 69 

北濱 翔 85 

長濱 榮昭 95 

愛澤 晧滋 96 

安見 信二 98 

選手名 背番号 

伊藤 住夫 1 

小林 昭彦 3 

佐藤 優 5 

滝沢 和彦 7 

野内 直己 11 

木村 晃 15 

梅原 義信 33 

平澤 慧一郎 51 

金丸 和彦 53 

古川 勝支 58 

水上 芳範 84 

選手名 背番号 

小澤 浩 8 

嶋村 俊哉 10 

前崎 義博 12 

田村 陽平 23 

鍋倉 敏 43 

柴田 進 46 

本間 健二 67 

野坂 英明 73 

大畠 敏祐 77 

田中 誠 80 

中村 勝浩 91 
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ＤＤＤＤチームチームチームチーム監督監督監督監督    中村中村中村中村    康夫康夫康夫康夫        主将主将主将主将    望月望月望月望月    俊宏俊宏俊宏俊宏    

 

  シニアとジュニアとのコンビネーションを考慮し、 

緊張感を持ってプレーし各自がプレーの中で次に何をすべきかを 

イメージしながらプレーをし、勝てる野球をチーム一丸となって 

望みたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＥＥＥチームチームチームチーム監督監督監督監督    植竹植竹植竹植竹    徹徹徹徹            主将主将主将主将    川島川島川島川島    歩歩歩歩    

    

        監督 2 年目となります、Ｅチーム監督の植竹です。 

今年の我がＥチームのメンバーは投手、捕手、野手それぞれに 

ベテラン、中堅、フレッシュとバランスの取れた良い選手に恵まれ、 

優勝を狙えるチームと確信しています。 

「これで優勝出来なかったら、監督の責任」(某選手談) 

にならぬように、頑張ります。う～、プレッシヤー！     

    

    

    

    

    

ＦＦＦＦチームチームチームチーム監督監督監督監督    伊藤伊藤伊藤伊藤    進進進進            主将主将主将主将    片桐片桐片桐片桐    広景広景広景広景    

    

    

    

        全員野球で優勝！メンバー全員が怪我なくシーズンを戦えて、 

一人一人が楽しく野球ができて、そして勝つ野球ができればと 

願っています。 

野球は守備・攻撃、どちらの場面でも個々が活躍できる場が 

たくさんあります。それぞれの場面で個々がヒーローになり、 

全員が野球を楽しんで優勝できれば最高です。初めての監督で 

戸惑うことも多いと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします。 

久しぶりにシニアの方々と一緒に野球ができることも 

楽しみにしています。 

    

選手名 背番号 

渡辺 憲司 8 

山田 和司 9 

本多 良行 5 

望月  俊宏 17 

山口 良幸 24 

星野 一美 29 

宍戸 敏和 38 

中村 康夫 55 

釣部 義之 64 

関根 吉信 66 

秋山 広 81 

選手名 背番号 

平林 襄 12 

石井 啓之 19 

石崎 知行 22 

名雪 順一 25 

木村 義一 27 

植竹 徹 37 

川嶋 歩 45 

川島 大 61 

久保田 豊男 88 

数見 貞男 90 

加藤 正美 92 

選手名 背番号 

千葉 克徳 0 

片桐 広景 4 

半田 英彦 6 

増田 香 17 

吉田 秀樹 21 

水野 幸雄 22 

近藤 福仁 26 

柳澤 誠 40 

小池 辰男 50 

木川 史弘 60 

戸村 真二 63 

伊藤 進 83 
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●●●●会費納入会費納入会費納入会費納入についてについてについてについて    

2013 年度の会費の納入を遅滞無くお願い致します。 

＜会費年額と納入期限＞ 

会員資格 年額 納入期限 

正会員 ¥40,000 第一期 2 月 15 日 第二期 4 月 15 日 分納額¥20,000 

（一括納入にご協力をお願い致します。） 

シルバー会員 ¥10,000 2 月 15 日 

休会員 ¥6,000 2 月 15 日 

入会金 ¥3,000 入会時 

＜備考＞ 

１．一括で納入可能な方は第一期 2 月 15 日までにお願い致します。 

２．保管管理上、事故が発生するおそれがありますので、グランドでの現金納入はご遠慮下さい。必ず銀行振込み

でお願い致します。銀行 ATM 振り込みが便利です。 

銀行振込み受領をコメッツの領収書に代えさせて頂きます。 

３．振込みは会員本人名で振り込んでください。毎年振込み人不明の入金がみられます。 

４．会費未納の場合は、試合場制限が厳しくなっています。期日に遅れないようご注意下さい。 

＜振込先＞ 

口座番号：三菱東京 UFJ 銀行 秋葉原支店 普通 3991928 

口座名義：東京コメッツ野球クラブ 吉田 亘孝 

 

●●●●新入会員新入会員新入会員新入会員のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

石井 啓之（いしい ひろゆき）さん 昭和３９年６月１０日生（４９歳） 東京都品川区在住 

所属 E チーム 背番号１９ 

 

●●●●会員会員会員会員のののの異動異動異動異動    

   木川 史弘さん（背番号６０）が、シルバー会員より正会員に異動し、 

所属チームは、Ｆチームとなりました。 

 

●●●●東日本大震災東日本大震災東日本大震災東日本大震災にににに対対対対するするするする募金募金募金募金についてについてについてについて    

   昨年度チーム勝利募金、ヒット募金の総額が４９，２５０円となりました。 

  ご協力ありがとうございました。 
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●●●●開会式開会式開会式開会式のおのおのおのお知知知知らせらせらせらせ    

2 月 24 日（日）大井グランド 

今年は第一試合と第二試合の間に行います。 

第一試合 9：30～、開会式開会式開会式開会式    11111111：：：：30303030～～～～、、、、第二試合 12：30～、第三試合 15：00～  

 

各チームの整列順位             式次第    ：司会 関運営委員 

                      開会宣言   ：吉田会長 

                   事務局長挨拶 ：名雪事務局長 

                      監督会議長挨拶：植竹監督会議長 

                      審判員挨拶  ：大橋外苑審判倶楽部 

                      優勝旗返還  ：前年ジュニア優勝 D チーム監督片桐さん 

                      選手宣誓   ：前年ジュニア優勝 D チーム主将宍戸さん 

                      閉会宣言   ：関運営委員 

       

       

 

雨天中止雨天中止雨天中止雨天中止のののの場合場合場合場合はははは 3333 月月月月 10101010 日日日日（（（（日日日日））））にににに順延順延順延順延となりますとなりますとなりますとなります。。。。    

 

●●●●始球式始球式始球式始球式のののの出場者募集出場者募集出場者募集出場者募集    

  ３試合ともに始球式を行いますので、３名募集します。（先着順です） 

  広報担当の鍋倉（PC アドレス top-net@gol.com 携帯 090-1813-1602 自宅 04-7159-6526） 

までご連絡下さい。会員のご家族（男性・女性・子供・孫）の方、申し込みを待っています！ 

 

●●●●４０４０４０４０周年記念誌周年記念誌周年記念誌周年記念誌にににに関関関関するおするおするおするお知知知知らせらせらせらせ    

      開幕戦当日には、各チーム単位で試合終了後（第１試合チームは開会式終了後）、 

ユニフォーム着用姿の写真撮影を行いますので、レフト側フェンス付近に集合願います。 

  また、「４０周年記念帽子」の申込みを行いますので、よろしくお願い致します。 

 

        ◆◆◆◆仕様 

     帽子側面エンブレム付き 

フリーサイズ（後方調整付き） 

  ◆価格 

     １セット（レッド、グリーン） 

１，６００円（税込み） 

            

◆お支払い方法、引渡し時期については、 

   別途ご連絡させて頂きます。 

    

 

役 

員 
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平成平成平成平成２４２４２４２４年度収支決算報告年度収支決算報告年度収支決算報告年度収支決算報告（（（（１２１２１２１２月月月月３１３１３１３１日現在日現在日現在日現在））））    

  

   会計担当 ： 釣部義之 

【収入の部】     

区分 平成 24 年度予算額 平成 24 年度 12 月 31 日現在 比較増減額 摘要 

 1.会費収入 3,330,000 3,344,000 ▲14,000   

  (1)正会員 3,040,000 3,020,000 △20,000   

  (2)休会員 120,000 90,000 △30,000   

  (3)シルバー 70,000 80,000 ▲10,000   

  (4)入会金 0 3,000 ▲3,000   

  (5)外部チーム 100,000 151,000 ▲5,1000   

 2.総会収入 210,000 214,000 ▲4,000   

 3.義援金 0 49,250 ▲49,250   

 4.雑収入 0 322 ▲322   

 5.前期繰越金 819,746 819,746 △0   

計 
4,359,746 4,427,318 67,572 

  

     

【支出の部】     

区分 平成 24 年度予算額 平成 24 年度 12 月 31 日現在 比較増減額 摘要 

 1.球場費 748,000 659,800 △88,200   

 2.審判費 668,500 660,000 △8,500   

 3.倉庫代 80,000 80,000 △0   

 4.用具費 60,000 0 △60,000   

 5.総会費 570,000 440,425 △129,575   

 6.賞品代 150,000 106,950 △43,050   

 7.諸会議費 39,100 28,080 △11,020   

 8.印刷費 300,000 266,124 △33,876   

 9.通信費 10,000 30,125 ▲20,125   

 10.事務用品代 10,000 0 △10,000   

 11.交際費 200,000 266,892 ▲66,892   

 12.保険料 132,800 153,550 ▲20,750   

 13.雑費 30,000 125,234 ▲95,234   

 14.還暦関連費 600,000 566,091 △33,909   

 15.４０周年積立 160,000 0 △160,000   

支出計 3,758,400 3,383,271 △375,129   

次期繰越金 601,346 1,044,047 ▲442,701   

計 
4,359,746 4,427,318 ▲67,572 
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●●●●2013201320132013 年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成 25252525 年度第年度第年度第年度第 40404040 期期期期））））役員一覧役員一覧役員一覧役員一覧    

    

役 職 氏  名      担  当 

会長 吉田 亘孝 代表、対外折衝、運営委員職務分担、40 周年誌監修編集 

事務局長 名雪 順一 運営統括・召集、グラウンド、記録集計、OB 組織 

伊藤 住夫 記録、表彰 

関 敬一 40 周年行事、総会・納会 

鍋倉 敏 広報、ホーム・ページ、40 周年行事 

平澤 慧一郎 フェローシップ委員長・選挙管理委員長、横浜渉外 

平林 襄 用具 

運営委員 

安見 信二 会計、保険、40 周年行事 

会計監査 近藤 福仁 会計収支の監査 

秋山 広 フェローシップ委員・選挙管理委員 

小澤 浩 フェローシップ委員・選挙管理委員 

島村 俊哉 フェローシップ委員・選挙管理委員 

千葉 克徳 フェローシップ委員・選挙管理委員 

野内 直己 対外試合・募集 

専門委員 

長濱 栄昭 40 周年行事 

正木 茂 Ａ監督 

木村 晃 Ｂ監督 

田村 陽平 Ｃ監督 

中村 康夫 Ｄ監督 

植竹 徹 Ｅ監督（監督会議長） 

監督 

伊藤 進 Ｆ監督（監督会副議長） 
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●●●●投稿投稿投稿投稿のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    

「ザ・マン」死す 

 会員の皆さん、お元気ですか。今年もそれぞれの目標にむかって頑張っておられることでしょうね。

私は事情があって残念（無念）ながら退会いたしましたが、OB として「コメッツ・ニュース」に投

稿文を掲載させていただくこととなりました。お陰様で皆さんとの絆も繋がりました。今後ともよろ

しくお願いします。 

 訃報です。米大リーグで‘40～’50 年代にかけて活躍し、「ザ・マン」の愛称で知られたスタン・

ミュージアルが 92 歳で亡くなった。僕たちの時代の人ではないので、現役中の活躍や記録などは後

年知った。MVP を 3 度獲得。首位打者 7 度に輝き通算 3,026 試合で 3 割 3 分 1 厘、3,630 安打 475

本塁打 1,951 打点。素晴らしい成績だ。背番号「６」はカージナルスの永久欠番になっており、野球

殿堂入りしている。 

2013 年 1 月 23 日 小林惠一 

平成 24 年 12 月 22 日付で、スポーツ報知に掲載された記事です。 

 

東京コメッツとして、新規会員の募集活動は欠かせません。 

会員の皆様にも、知人はもちろん、公共施設の広報機関などを活用し、 

募集活動にご協力をお願い致します。 


