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 みなさんようこそお越しくださいました。本日

は戸川晴夫先生を講師にお迎えしての例会です。

戸川先生は春日部共栄高校で教鞭を取られ、水泳

部顧問として学生の指導にあたられています。 

また、埼玉県の国体総監督をつとめられ輝かしい

成果をあげられてきました。永年の指導者として

の功績を讃えて数々の功労賞を受賞なさっており 

司   会  親睦活動委員 石原 勇介               

点   鐘  会     長 龍山 利道 

ソ ン グ 「我らの生業」 

ゲ ス ト 戸川 晴夫様 春日部共栄高校水泳部 

        監督・埼玉県水泳連盟理事長補佐      

ます。 

 今日は先のリオデジャネイロオリンピック日本

代表を育てられた苦労話や選手のメンタルサポー

トなど、貴重なお話しを伺えることを楽しみにし

ています。 

 さて、後進を育てることの大切さと大変さはス

ポーツ界だけのことではありません。みなさんの

会社においても、あらゆることにおいて若い人材

の育成は必須であり怠ることはできません。 

わが新座ロータリークラブにおいても先輩方に

培って頂いたことを糧として、後進をどのように

育成していくかが問われているように思います。 

そのような意味でも本日のお話しはしっかり聞か

せていただきたいと思います。 

 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 



委員会報告  
 

龍山 利道会員 本日、戸川晴夫先生卓話よろし

くお願いします。 

陣野壮太郎会員 戸川先生の卓話、数日前より龍

山会長より伺っており楽しみにしておりました。

宜しくお願いします。 

岡本比呂志会員 今月は結婚記念月です。 

金子 幸男会員 戸川晴夫様ようこそ！本日の卓

話楽しみにしております。 

本木 英朗会員 戸川先生の卓話楽しみです。宜

しくお願い致します。 

親睦活動委員会    委員 鈴木 明子     

スマイル  

 

地区協議会にご協力ありがとうございます 

４月２３日（日）１０時から駿河台大学飯能キャンパス

で開催されます地区協議会に次年度会長・幹事・

研修リーダー・五大奉仕委員長・Ｒ財団委員長・

米山奨学委員長の皆様と共に参加してきます。 

２０１７年度第１回委員長会議の案内 

 日時：５月２５日（木）１８時～１９時 

 場所：パーシモン 

       会長エレクト 石原 勇介 

 

１、地区事務所より３受信  

 １）２０１７年度 第１回クラブ奉仕部門「会 

   員増強セミナー」開催の案内 

日時：６月４日（日）点鐘１３時 

  場所：紫雲閣 

 ２）月信１０号訂正依頼 

   ５月１８日（木）東松山ＲＣ１０００回記念 

   例会⇒東松山むさしＲＣに訂正 

 ３）学友ニュース２月号・４月号 

４）ＲＬＩ（ロ－タリ－・リ－ダ－シップ・研 

  究会）セミナ－（ＤＬの実践に向けて）開 

  催のご案内 

  日程：パ－ト１ ５月２６日（金） 

            パ－ト２    ５月２７日 (土) 

             時間 :（全会共通） 登録受付９：３０  

              研修時間１０：００ ～ １７：００ 

     会場：紫雲閣 ２階(鳳凰・高砂の間） 

１、新旧会長幹事会の案内 

日  時：５月１７日（水）点鐘１８時 

  場  所：ベルセゾン 吉祥 

  会  費：５，５００円 

  記念品代：５，０００円 

１、第２グループ親睦ゴルフ大会の案内に変更、 

  組合せ表に訂正が御座いました。 

  ★参加者の皆様にメールにて送信済み 

１、新座ボーイスカウト（ＢＳ）・ガールスカウ 

  ト（ＧＳ）中央育成会総会の案内 

  日時：５月１８日（木）１８時 

場所：新座市役所 第２庁舎 １階 会議室 

１、米山記念館より１００円募金協力のお礼状拝受 

 

４月度会員親睦会のお誘い 

 日時：４月２７日（木）１９時～ 

 場所：イタリアンテ「パーシモン」 

第２グループ親睦ゴルフ大会に参加します 

 ４月２６日（水）嵐山カントリークラブで開催され

ます第２グループゴルフ大会に龍山・陣野・吉原

本木・松岡・石原各会員６名で参加してきます。 

親睦活動委員会    委員長 石原 勇介 

 

ネパール奨学支援金ご協力再度のお願い 

「ネパール奨学支援金」に現在８名の方にご協力

頂いております。ご協力の程どうぞ宜しくお願い

申し上げます。 一口：８，６００円  

国際奉仕委員会    委員長 鈴木 明子 



 

卓話  

 

１）指導についての疑問 

    教員になって１番最初の壁は、日本のトップ   

 クラスの選手を預かったときに自分も経験をし  

 たことのないレベルの選手をどのように扱った 

 ら良いか見当がつかず、色々な方々に質問をし 

 たり、講演会を聞きに行ったり、沢山の本を読 

 みました。 

２）指導するに当たって 

    教員成り立ての頃は、「～をすべきだ」 

 「～をしなければならない」というセリフをよ 

 く使い、強い枠（固定観念）をもって生徒を指 

 導していました。「～をしなければならない」 

 と教えていると、それだけで行動が限定されて 

 しまい、別の可能性を広げる事が難しくなり、 

 指導者の指示にさえ従っていれば、物事を考え 

 ずにすんでしまい、要領が良くなってしまう生 

「水泳を通して学ぶ事」     戸川 晴夫 

 徒を作っていた事に気づくと共に、生徒達を取 

 り囲んでいる無数の固定観念が生徒達の新たな 

 行動に踏み出せない理由のひとつだと言うこと 

 にも気づきました。又、無意識の固定観念に規 

 定された思考や行動しかできないとも気づきま 

 した。 

    無意識の固定観念を意識し、その固定観念を 

 広げたり、形を変えたり、取り外したりするこ 

 とを可能に出来るのがコミュニケーションであ 

 り、人を指導することは、コーチングというこ 

 とに気づき、コミュニケーション、コーチング 

 の能力向上に努めました。 

３）コーチングとは 

    コーチングとは、コーチの知っていることを 

  伝えるのではなく、生徒（ﾌﾟﾚｰﾔｰ）自身が考 

  えて、自分でやり方を見いだすようにする。  

４）コーチとは 

  「目的を達成させること」を促す人。人の成 

  長（能力開発）を助け、向上をサポートする 

  人のことを全てコーチと考えています。ス 

  ポーツのコーチも親も教師も上司もみなコー 

  チです。 

５）ティーチングではなくコーチングの指導を 

  こちらが知っていることを伝えるのがティー 

  チングで、学校や家庭、職場で最も一般的に 

  行われているコミュニケーションのひとつで 

  す。知識や技術の伝達には、とても有効な手 

  法です。但し、ティーチングには、「教える 

  人が知っている範囲でしか教えることができ 

  ない」 という限界があり又、「教える」と 

  いう態度からは「教わる」という受け身の姿 

  勢が生まれやすく「自ら学ぶ」という姿勢に 

  欠ける傾向があります。これでは、教える人 

  を超えるような大きな人を育てる事がむずか 

  しくなってしまいます。そこで、指導方法を 

  コーチングに変え、コーチの知っている事を 

  伝えるのではなく、生徒自身が考えて自分で 

  やり方を見いだしていくように進める指導を 

  長年積み重ねた結果、今日の春日部共栄中学 

  高等学校水泳部の実績が出始め、世界に羽ば 

  たき功績を残す卒業生も育ち始めました。 

 

大塚 雄造会員 本日の卓話楽しみにしておりま

す。５月１６日から２８日まで、生まれ故郷のい

わき市で個展を開催します。ご案内まで 

鈴木 明子会員 本日の卓話楽しみにしておりま

す。 

忍田 昇一会員 戸川先生、卓話楽しみにしてお

ります。 

神谷  稔 会員・大塚 誠一会員・吉原 良一会員 

増渕 和夫会員・森田 輝雄会員・神谷 浩一会員 

神谷 億文会員・萩原  勇  会員・石原 勇介会員 

松岡 昌宏会員・小泉 哲也会員  

『戸川晴夫様ようこそ新座ロータリークラブにお

越しくださいました。本日の卓話楽しみにしてお

ります』 



新座ロータリークラブ事務局  

〒352-0001 新座市東北2-25-11-406 

   電 話   ０４８ (４７３)７０４１ 

   ＦＡＸ   ０４８ (４７３)９２２１ 

 Ｅメール niiza.rc@dance.ocn.ne.jp 国際ロータリー第２５７０地区 新座ロータリークラブ 
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☆例会出席は会 員の義務です 

欠席の場合はＭａｋｅ ｕｐをしましょう 

委員長 宮川 勝平 

クラブからの連絡 

出席 １９名 欠席  ４名 

出  席  率 ８２．６1％  

修正出席率 ８８．００％  
会員数２８名 

（免除者５名） 

H２９.４.２０ 

 委員長 神谷 稔 出席報告 ５月のプログラム 

★ネパール奨学支援金にご協力を！    

  一口：８，６００円 

 １１日（木） 通常例会 「卓話」 大塚誠一会員 

 １８日（木） 通常例会 「外部卓話」 浅田進地区委員    

 ２５日（木） 夜間例会 「５月度会員親睦会」 １９時   

               パーシモン 

第２０１１回例会第２０１１回例会第２０１１回例会   ４月第４週４月第４週４月第４週   ４月２７日（木） ４月２７日（木） ４月２７日（木）    

移動例会移動例会移動例会   『『『４月度会員親睦会４月度会員親睦会４月度会員親睦会』』』   於：パーシモン於：パーシモン於：パーシモン   

     

    
１、地区事務所より３受信  

 １）５月のロータリーレート １ドル＝１１０円 

 ２）ロータリー国際大会ガバナーズナイト開催 

日時：２０１７年６月１１日（日）１９：００ 開宴 

開催場所：米国アトランタ ホースラディッシュ 

       グリル(Horse Radish Grill) 

３）日本のロータリー１００周年委員会設立趣意 

  書及び主要な経過報告とアンケート協力 

１、西那須野ＲＣがホームページを開設。 

幹事報告 幹事 陣野壮太郎 

左より 細沼・増渕・陣野･龍山・宮川・忍田・岡本 各会員 

大西・鈴木・本木・神谷・陣野・岡野・吉原・萩原 各会員 

左より 神谷 稔・細沼・陣野・松岡 各会員 

左より 岡野・松岡・大西・鈴木・本木・神谷億文・ 各会員 

会長の時間 会長 龍山 利道 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４月最後の例会となりました。昨日は、第二グ

ループのゴルフコンペがありました。新座クラブ

からは６名の参加でしたが、団体戦がなかったの

で、少し残念でした。各クラブともに参加者の年

齢が高くなってきたようです。当クラブは若い

方々に大いに頑張っていただいて、次回の団体優

勝を目指して頂きたいと思います。 

来月、５月１８日は地区委員の浅田進さんを講師

にお招きしての例会があります。是非、多くの参

加をいただいて勉強させていただきましょう。 


