
第11巻第1号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　発行日

松原マイティ
ー

ズＯＢ会会報2011年12月1日

第11号 OB会総会･議事内容

マイティーズ近況･新監督の抱負

会員通信･選手一覧

OB会総会開催2o11/5/29(松原会館)
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松原マイティーズＯＢ会

　　会長　真柳龍太郎

　このたびの東日本大震災において被災された皆様に、心よりお見舞い申し上げますとともに、

１日も早い復興をお祈り申し上げます。

　平成22年度､ＯＢ会の活動も無事に終える事が出来ましたことは、会員皆様に日頃より当会に

ご理解とご協力をいただいた賜ものと感謝申し上げます。

　さて、先に「ＯＢ会総会開催」のご案内をいたしましたとおり、５月２９日（日）午後４時よ

り松原会館において雨降りにもかかわらず会員多数出席のもと定時総会が開催されましたので

ご報告申し上げます。

　はじめに、平成22年度の活動内容の報告、次に会計報告を水野会計員から報告がされ、宮崎

会計監査員より監査の結果、いずれも適切であり、妥当であること認めます、との報告があり承

認されました。

　続いて、平成23年度の役員に変更（役員の改選期ではない）のない事を確認し、平成23年

度の活動計画（案）と予算（案）の提示があり､それぞれ審議の結果いずれも承認､可決されました。

次に出席会員より会則の一部改訂の提案があり、審議の結果､提案のとおり承認､可決されました。

　■改訂内容　会則第４章見舞規定　　見舞金の項　第19条を削除する。

　以上をもって総会の議題全部を終了いたしました。

　続いて、このたび平成23年１月にチームの監督のバトンタッチがあり、本日出席された山口

前監督と川本新監督よりそれぞれ挨拶がありました。　山口氏の長年にわたって監督を務められ

た事に対し慰労と、川本新監督に歓迎と激励をこめて、出席会員全員が盛大な拍手を送りました。

　その後はチームの今後の情勢について、

ＯＢ会の活動並びに旅行計画等が話し合わ

れ総会は終了いたしました。

　会員の皆様におかれましては、引き続き

変らぬご支援とご指導を賜りますよう、よ

ろしくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　（記:2011/6）
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真柳龍太郎
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水野年男･萩原勇作
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中野真･関根弘

中島祐治･新井孝男
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・OB会総会報告

　　　平成23年度活動計画

１．チームに対する支援活動

　　①練習･試合への応援･観戦

　　②団員確保,入会者側面支援

　　③用具の補充援助

　　④チーム主催イベント活動への参画

2.イベント企画

　　①会員親睦旅行

　　②チームとの親睦会

　　③ゴルフコンペの開催

　　④その他各種イベントヘ参加

平成22年度　会計報告

１収入の部　　　　　180,158

　内訳　前期繰越金　126,561

　　　　会費　　　　35,000

　　　　旅行残金　　　9,672

　　　　新年会残金　　3,271

　　　　バザー収益金　4,150

　　　　イベント残金　1,504

2支出の部　　　　　　56,000

　内訳　備品寄付　　25,000

　　　　食事代補助　　5,000

　　　　事務費　　　20,000

　　　　通信費　　　　3,000

　　　　会館使用料　　3,000

3残高　　　　　　　124,158

残高124,158円は次年度に繰越

　　会計　水野年男･萩原勇作

　　監査　宮崎初夫･加藤継実

　　平成23年度　予算

１収入の部

　内訳　前期繰越金

　　　　会費

　　　　雑収入

２支出の部

　内訳　チーム援助

　　　　事務費

　　　　会館使用料

　　　　通信費

　　　　雑費

３次年度繰越金

181,158

124,158

　37,000

　20,000

　76,561

　35,000

　25,000

　　5,000

　　5,000

　14,158

　97,000

その他

･チームの練習､試合に応援と観戦

･月一回程度のゴルフコンベ

■イベントいろいろ

　　　　　平成22年度の活動報告

　4月10日（上）北本高尾さくら公園にて

　　　　　　　　　有志によるお花見

　4月25日（日）チーム春季大会準優勝

　　　　　　　　　ＯＢ有志主催食事会（味一）

5月23日（日）ＯＢ会定時総会（松原開会館）

10月02日(日)あたごセンター祭

　　　　　　　　　模擬店出店

10月31日(土)チーム新人戦激励

　　　　　　　　　ＯＢ有志主催食事会

11月20日(土)ＯＢ会会報発行(第10号)配布

11月21日(日)チーム道具入れロッカー整理作業

11月26日(金)～27日(土)

　　　　　群馬県草津温泉:一泊二日旅行(10名参加)

12月04日(土)チーム:バーベキュー大会に参加

　　　　　　　　　(北本野外活動センター)

12月26日(日)チーム年内練習収め･親子対抗戦参加と

　　　　　　　　　ＯＢ有志主催食事会(昧一)

　1月09日(日)もちつき大会と新年会開催

　　　　　　　　　　　　　　チームと合同(松原会館)

3月12日（土）チーム納会に出席（中華のたつみ）

　参加希望者は､真柳さんまで｡開催内容をご案内します。

･チームの活動状況はマイティーズのホームベージ

　　http://www.a.biglobeJe祁八州oji365/
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・マイティーズ近況

松原マイティーズ監督

　２０１１年１月より､前監督の山口さんから引き継ぎ

松原マイティーズの監督に就任致しました川本です｡３

年前に息子(樹:当時２年生)の入団をきっかけにチー

ムのお手伝いをするようになり､昨年に野辺さんの薦め

でスポーツ少年団認定指導員資格を取得したのを機に

皆様のご推挙いただき監督を引き受ける決心を致しま

した｡また､コーチスタッフも一新し､ヘッドコーチ･菊田

登録コーチ･加藤､秋元の体制に､現役･ＯＢコーチ方々

のご助力をいただきながらチーム運営をしております。

正直､監督という大役が務まるか不安でしたが､ＯＢ会

諸先輩方によるチームヘの心強い激励とご支援を賜り

ながら､紆余曲折ありましたが何とか１年過ごすことが

できました｡今後も野球を通じて選手たちの｢健全育成｣

に少しでも力になればと思っております｡今回の新体制

にあたり､心機一転で背番号を新調させていただきまし

た｡また､野球道具及びユニフォームの一部老朽化に伴

う新調も行いました｡ＯＢ会よりその援助いただきまし

たこと､この場をお借りして御礼申し上げます。

　現在のチーム状況ですが､前年度輝かしい成績(春

季大会準優勝)を残した主体の旧６年生が抜けて５年

生７人、４年生１人､３年生３入､２年生２人、１年生

３人の総勢１６名の５年生以下のチームです｡チーム

のお手伝いをさせていただいた当初から､私が育った

時代と比べて､｢野球｣に慣れ親しむ環境が薄れている

せいか､興味や探究心が足りないことも痛感しておりま

した｡そのため､野球の楽しさ､面白さを伝えながら､選

手達にチームプレーを理解してもらうように考えました。

そこで､今年は｢守備力･走塁力向上｣をテーマに各ポジ

ション役割や状況対応力に磨きをかけて､実戦で戸惑う

ことなく堂々とプレーすることを目標にしました｡また、

選手運にも“チーム目標"どこれが俺達はＮ０．１(チー

ムカラー)"を話し合ってもらい､｢メダル獲得｣という目標

と､｢俺達は最後まで諦めないチームＮ０．１｣を決めま

した。

川本篤

Ｔ
Ｉ
（

－

　今年は、３月の震災の影響で公式大会開催も危ぶま

れましたが､大会は無事すべて予定通り開催されました。

戦績ですが､春季､秋季大会は､思うようなプレーができ

ないまま１回戦敗退｡朝日旗､夏季大会は､６年生チー

ム相手に接戦をものにし１回戦突破ができました｡西南

リーグは､強豪チームが揃う中で２勝３敗｡東南リーグ

においては､くじ運もありましたが､夏季大会３位のチー

ムに勝利するなど見事準優勝することができました｡５

年生主体のチームなので､まだ実戦面､体力面､技術面

での差は６年生主体のチームに比べれば歴然でしたが

選手同士で声を掛け合い助け合う姿を見て､選手各自

が野球に取り組む姿勢に変化が現れ､チームカが日々

成長していることを感じておりました｡そこで迎えた５年

生以下の新人大会では､見事３位に入ることができまし

た｡しかし､準決勝敗退で選手全員が悔し涙を流してい

る姿を見て､本当にチーム一丸で戦った姿に感動しまし

たし､結果以上に大切なチームの絆を掴んだような気が

します｡目標達成はできませんでしたが､来年の飛躍に

結びつけたいと思います。

ゾムＪｍ　　背番号30

＿川本監督

　　背番号29

　菊田Ｈコーチ

　　背番号28

　加藤コーチ

|　　

背番号27

　秋元コーチ

　とはいえ､現在のチーム編成事情は、５年生が退団す

る来年後半以降はチーム運営が苦しくなる状況となり。

４年生以下の団員確保が急務な情勢です｡募集に関し

ては､母集団共々努力しておりますが､何かご教示いた

だければ幸いです｡まだまだ､ＯＢ会諸先輩方々のお力

添えが必要でございますので､日頃の激励に感謝すると

ともに､今後もご支援賜りたく､よろしくお願い申し上げ

ます。
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・会員通信

松原マイティーズ2011年度選手一覧
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鴻巣市少年野球第11回新人大会：　３位
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＊ＯＢ会のみなさんチーム試合に応援に行きましょう。

＊各種イベントがあります。積極的に参加しましょう。

＊インターネット掲示板にて直近の予定がわかります。

　　　http://8710.teacup.com/mighties/bbs

＊チームカ維持に団員確保の協力をお願いいたします。

松原マイティーズ　監督・コーチ(十現役・ＯＢ会コーチ)

川本　監督 菊田ヘッドコーチ

つ刊

驚

　加藤ｺｰﾁ

吊

●

秋元ｺｰﾁ

【編集後記】

　　　発行が遅れて申し訳ありません。編集人の怪我とパソコンの故障

　　により半年の遅れとなってしまいました。チーム応援に行くのも滞

　　り、情報不足で十分な編集ができませんでした。

　　　６年生のいないチームは新人戦で健闘し、来年度には期待の持て

　　る状況ですが、その後の選手不足を心配しています。　団員確保に

　　はＯＢの皆様のご協力をお願い致したいと思います。　　（円城寺）

年会費(1000円)を、役員が分担して伺いますので

よろしくお願い致します。

1:ｺ1
　電話　048(541)3345

e-mail enjoji368@hotmail.com

ホームページアドレス

http://www.a.biglobe.ne.jp/゛enjoji365/

掲示板(携帯●話からも見ることができます)

http://www.teacup.coｍmighties/♭bs

2011/6/1現在
OB会会員　37名

2011.12　60
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