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事事事事    務務務務    局局局局    長長長長    挨挨挨挨    拶拶拶拶    

 

新事務局長の野内です。未熟な若輩者ですが、どうぞ宜しくお願い致します。 

先輩方が40年にわたり築いて来られたこのかけがえのないコメッツを、この先どうすれば継続、発展させられる

のか？その礎を築くことが、私に課せられた使命であると、その責任の重みを痛感しております。 

以下に私なりのスローガンを記します。 

 

1111「「「「透明透明透明透明でででで開開開開かれたかれたかれたかれた会運営会運営会運営会運営をををを」」」」    

とかく密室謀議と思われがちな役員会議を一般会員の皆様も自由に参加出来、気軽に意見が述べられる場にした

いと思います。また一般会員のかたも役員会に参加し易くなるよう、役員会の後に同じ場所で会員交流会という名

の「飲み会」を実施します。少し早めに交流会に来て頂き、途中からでも結構ですので役員会を覗いて頂き、皆様

の忌憚の:ないご意見を参考にしながら、議決を行いたいと思っています。また、メールやハガキでのアンケートを

度々実施し、会員の皆様がどんな意識を持っているのかを常に把握していたいと思っています. 

 

2222「「「「無駄無駄無駄無駄をををを省省省省いていていていて経費削減経費削減経費削減経費削減、、、、予算予算予算予算はははは単年単年単年単年スパンスパンスパンスパンでででで」」」」    

情報が多様でデフレ経済の現在では、深く調べる事で同じものを安く入手出来ます。会員数減少で財政難の今、

求められるのは如何に無駄を省き、上手にお金を遣うかだと思います。発注先の見直し等で経費を縮小、もし余剰

金があれば、会員全員が平等に楽しめることに遣いたいと思います。周年誌等の準備金は積立てますが、出来る限

り単年で、皆様から預かった会費を皆様の楽しみのためにその年に遣い切ったほうが良いというのが私の考えです。 

 

3333「「「「思思思思いをいをいをいを共有共有共有共有しししし、、、、さらなるさらなるさらなるさらなる結束結束結束結束をををを」」」」    

会員自由参加の役員会は月例とし原則として毎月行います。また前述したように役員会の後に交流会を実施しま

す。毎月一度会員間が交流出来る場を設けることで、コメッツのメンバーの絆をさらに深めることが出来ればと思

っています。また、総会納会への参加者減少も気になっています。最高意志決定機関であるはずの総会の機能を復

活させ、年末の納会へは全員参加して頂けるように工夫したいと思っています。 

 

4444「「「「会員数減少会員数減少会員数減少会員数減少にににに歯止歯止歯止歯止めをかけめをかけめをかけめをかけ、、、、活性化活性化活性化活性化をををを！」！」！」！」    

正会員数60名台は20年ぶりの少なさです。今は恵まれ過ぎているグラウンド環境ですが、もしこの先グラウンド

が辺鄙な河川敷等になった場合、綺麗事を言っても実際には辞める人が続出するかも知れません。そうなった時で

もリーグ戦が継続出来るよう、 会員の絶対数を増やしておかなければならないのです。私が旗頭になり会員数を増

やす様々な工夫を致しますが、 皆様の知人を口コミでお誘い頂く等、ご協力頂くことがさらに重要です。 

何卒ご理解頂き積極的なご協力をお願い申し上げます。 

 

 

COMETS NEWS
コメッツニュース 
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5555「「「「古古古古きききき良良良良きものをきものをきものをきものを残残残残しながらしながらしながらしながら、、、、新新新新しくしくしくしく便利便利便利便利なものはなものはなものはなものは積極的積極的積極的積極的にににに採採採採りりりり入入入入れるれるれるれる」」」」    

「勝敗は二義的なもので、いかに平等に皆が楽しめるか！」 

「先輩に敬意を抱き、後輩を思いやる！」 

コメッツ立党の精神をもう一度改めて皆さんに意識して頂きたいと思います。コメッツが40年続いてきたのはこ

の思いが受け継がれてきたからに他なりません。世代が変わり世の中の常識が変わっても、未来永劫この精神は守

り続けなけばならないと思います。 

一方で、無機質な電子化にも対応し、コメッツが時代に取り残されないようにしたいとも思っています。何でも

かんでも電子化するのが良いとは言いません。味気ないメールではなく、コメッツニュースが郵便ポストに届くの

がパソコンに無縁の先輩方同様、私もとても楽しみでした。ただ、今の時代は様々な情報はパソコンから発信され

ます。図書館へ行かなくても知りたい情報はすぐに手に入るのです。 

人とのコミュニケーションも手紙ではなくパソコンを使えば、瞬時に連絡が取れることによって回数も増え、人

間関系も深まり易いのではないでしょうか？ 

食べず嫌いで敬遠するのではなく、便利なものは一度試してみることです。私のように元々パソコン嫌いの人間

でも何とかなったのですから。 

失礼ながら、パソコンを覚えて老後に生きがいを見い出したかたを沢山知っています。コメッツのパソコン、ス

マートフォンに無縁の超初心者のかたが、気楽にそれらに触れられる場として「電子化促進委員会」なるものを立

ち上げました。月例の役員会に来て頂ければ、パソコンの起動とコメッツホームページの開き方、格安中古パソコ

ンの斡旋、携帯電話からスマートフォンへの変更方法、インターネットの契約の仕方など、様々なことをご指導さ

せて頂きます。決して難しくはありませんので、騙されたと思って一度来てみてください。 

以上、私の勝手な思いを綴らさせて頂きましたが、ご理解頂ければ幸いです。 

 

40歳以上で野球を楽しむ会東京コメッツも今年で41歳、創立時一番若かったメンバーも81歳。 

高度成長期を生き抜いた団塊の世代の先輩方が守り続けたコメッツも、世代交代を余儀なくされております。 

先輩方の思いを引き継ぎ、今度は私たちの世代がこのかけがえのない野球クラブを守り、さらに昇華させなけれ

ばなりません。 

少子化による野球人口の減少、私営球場の消滅等、これからのコメッツには厳しい時代が続くことでしょう。 

しかしメンバー皆が思いをひとつにすれば、必ずや難局を乗り切っていけると思います 

そして「コメッツ精神」が受け継がれてゆく限り、地上のどこかで東京コメッツは永遠に存在し続けると私は信

じています。 

                                 2014年1月吉日 

東京コメッツ野球クラブ 

野内 直己 
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●●●●監督監督監督監督のののの抱抱抱抱負負負負    

    

AAAA 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    

 

今年も力のある選手が揃いました。各選手が実力を発揮できる 

采配をして優勝争いに加われるような戦いにしたいと思います。 

頑張ります。ご協力よろしくお願いします。 

  

 

 

 

 

 

 

 

ＢＢＢＢ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    

 

監督 2 年目昨年の反省を生かして、新メンバーと共に全試合悔いの 

無い試合をしていきたいとと思います。 

目標は、メンバーがケガすること無く満足できる試合をし、 

勝利を積み重ねていきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

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    

 

   球春到来！！ 

いよいよ 2 月にキャンプイン、オープン戦（プロ）、3 月春の選抜 

（高校野球）と待ちに待った野球シーズンオープン戦の開幕です。 

今年の我がＣチームは、去年の気心のわかるメンバーが 5 人 

（監督、柴田、前崎、畠山、本間）と主力の久保田、須藤、渡辺選手を 

はじめ、期待できる新人の尾崎選手にベテラン木川、増田、栗原選手と 

良いメンバーにめぐりあいました。 

12 人のメンバーが、「全員が出席すること」これが、勝利への近道です。 

ムキにならず、無理せず 50 才の野球を心がけましょう！！ 

各自の役割ともち味、そしてキャラを活かして充実した一年に。 

 

A チームメンバー 

15 木村 晃 

11 野内 直己 

24 三浦 秀夫 

29 星野 一美 

29 澤邊 重徳 

36 髙橋 敬三 

37 植竹 徹 

48 下温湯 光司 

54 東  寿明 

71 井上 淳 

B チームメンバー 

55 中村 康夫 

10 嶋村 俊哉 

18 須田  一則 

26 近藤 福仁 

42 山本 実 

51 平澤 慧一郎 

64 釣部 義之 

77 大畠 敏祐 

89 廣田  和英 

90 数見 貞男 

98 安見 信二 

C チームメンバー 

23 田村 陽平 

8 渡辺 憲司 

12 前崎 義博 

17 増田 香 

32 畠山 智 

46 柴田 進 

60 木川 史弘 

67 本間 健二 

69 栗原 恒男 

72 尾崎 全宏 

88 久保田 豊男 

99 須藤 俊之 
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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    宍戸宍戸宍戸宍戸    敏和敏和敏和敏和    

 

「今年は、入団４年目になります。監督として初シーズンになります 

ので、Ｄチームの皆さんが、気持ちよく楽しく野球ができるように、 

尽力したいと思います。 

個人的には、チームの勝利のために、一つ一つのプレーを大切に 

したいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

ＥＥＥＥチームチームチームチーム監督監督監督監督    伊藤伊藤伊藤伊藤    進進進進    

    

監督２年目ということで、真価が問われる年、今年こそは 

絶対優勝です。メンバー一人一人の個性を生かして、楽しみ 

ながらも勝つ野球をしたいと思います。優勝をねらえる 

メンバーが揃いましたので今からとても楽しみです。 

試合後に一杯やりながらのミーティングもできたらと思って 

います。どうぞよろしくお願いいたします。 

    

    

    

    

    

    

    

ＦＦＦＦチームチームチームチーム監督監督監督監督    望月望月望月望月    俊宏俊宏俊宏俊宏        

    

「監督一年目、正直何をすべきかよくわかりませんが、チーム全員が、 

日曜日をワクワクしながらドキドキ野球を楽しめるように頑張ります。 

目標：優勝（できれば最高！！）かな？」 

 

 

 

 

 

 

 

D チームメンバー 

38 宍戸 敏和 

7 滝沢  和彦 

8 小澤 浩 

12 平林 襄 

19 石井 啓之 

21 吉田 秀樹 

43 鍋倉 敏 

45 川嶋 歩 

63 戸村 真二 

91 中村 勝浩 

92 加藤 正美 

E チームメンバー 

83 伊藤 進 

1 船橋 晴巳 

5 佐藤  優 

5 本多 良行 

9 山田 和司 

14 関 敬一 

20 木村 豊行 

28 小室 敏幸 

33 梅原 義信 

50 佐藤 智徳 

66 関根 吉信 

80 田中 誠 

F チームメンバー 

17 望月  俊宏 

22 石崎 知行 

25 高木  良三 

25 名雪 順一 

35 伊藤 康一 

39 海江田 眞穂 

53 金丸 和彦 

58 古川 勝支 

61 川島 大 

70 石井 公明 

73 野坂 英明 
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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    

2014 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 日まで、第二期 3 月 15 日まで 

分納額¥20,000（一括納入にご協力をお願い致します。） 

新入会員 ¥40,000 月額¥3,400  毎月 15 日まで 

シルバー会員 ¥10,000 2 月 15 日まで 

休会員 ¥6,000 2 月 15 日まで 

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＞ 

口座銀行：ゆうちょ銀行 店番：008 店名：００八（ゼロゼロハチ）  

種目：普通 口座番号：2281733 口座名義：東京コメッツ野球クラブ 

 

 

 

    

    

●●●●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    

○三浦 秀夫（みうら ひでお）さん 昭和４０年１２月１日生（４８歳） 埼玉県さいたま市在住 

所属 A チーム 背番号２４ 

○山本 実（やまもと みのる）さん 昭和４３年２月１７日生（４５歳） 千葉県松戸市在住 

 所属 B チーム 背番号４２ 

 

●●●●会員会員会員会員のののの異動異動異動異動    

   ○須藤 俊之さん（背番号９９）が、休会員より正会員に復帰し、所属チームは、C チームとなりました。 

   ○愛澤 皓滋さん（背番号９６）が、正会員よりシルバー会員となりました。 

○木村 真人さん（背番号２４）が、退会となりました。 

   ○手嶋 信夫さん（背番号７５）が、退会となりました。 

○片桐 広景さん（背番号４）が、休会となりました。 

 

吉田会長吉田会長吉田会長吉田会長のののの引退引退引退引退にににに伴伴伴伴いいいい、、、、このこのこのこの度会費度会費度会費度会費のののの入金先口座入金先口座入金先口座入金先口座をををを変更変更変更変更いたしましたいたしましたいたしましたいたしました。。。。    

今年度今年度今年度今年度よりよりよりより上記口座上記口座上記口座上記口座のおのおのおのお振込振込振込振込をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    

既既既既にににに旧口座旧口座旧口座旧口座へへへへ振込済振込済振込済振込済みのみのみのみの方方方方はははは結構結構結構結構ですのでですのでですのでですので、、、、次回次回次回次回からからからから上記上記上記上記へのへのへのへの変更変更変更変更をおをおをおをお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。    
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●●●●2012012012014444 年度年度年度年度（（（（平成平成平成平成 26262626 年度第年度第年度第年度第 41414141 期期期期））））役員役員役員役員・・・・監督一覧監督一覧監督一覧監督一覧    

    

役 職 氏  名      担  当 

事務局長 野内 直己 統括、役員会召集、年間行事計画、公式戦運用、会員募集、面接、HP運用 

平澤 慧一郎 選挙管理委員長、フェローシップ委員長 

数見 貞男 記録集計、表彰 

関  敬一 総会、納会 

安見 信二 会計、出納、予算、決算、スポーツ保険 

近藤 福仁 用具管理、会員募集、対外試合企画実施 

運営委員 

木村 豊行 電子化促進委員長、対外試合企画実施、電子投票管理、HP 運用 

名雪 順一 還暦監督、グランド折衝 

鍋倉 敏 広報、記録管理、コメッツニュース発行、総会冊子作成 専門委員 

平林 襄 還暦関連、用具管理補佐 

木村 晃 Ａ監督 

中村 康夫 Ｂ監督 

田村 陽平 Ｃ監督 

宍戸 敏和 Ｄ監督 

伊藤 進 Ｅ監督（監督会議長） 

監督 

望月 俊宏 Ｆ監督（監督会副議長） 

 

 

 

別紙添付  平成２５年度収支決算報告書（平成２５年１２月３１日現在） 

      平成２５年度監査報告書 

 

 

以 上 


